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摘要

このドキュメントでは、ラックに Hyper Converged 250 System for VMware vSphere と
ConvergedSystem 200–HC StoreVirtual システムをインストールし、プリインストールされた
OneView InstantOn ソフトウェアを使用して構成する方法について説明します。
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概要

Hyper Converged 250 System for VMware vSphere®システム（システム）は仮想化システムで、コンピュ
ートおよびストレージリソースを同じシャーシに組み合わせます。中規模のビジネスや企業のさまざま
な仮想化されたワークロードを管理するように設計され、簡単に展開できます。

重要:

展開を成功させるには、 初にこのインストールガイドを確認して、必要な情報を収集し、ネット
ワークを準備してください。このように行わないと、展開が失敗する場合があります。

新しいシステムの取り付け
プロセスの概要：

手順

1. インストールの準備

2. ハードウェアの取り付け — HC 250 ハードウェアまたは 240–HC/242–HC ハードウェア

3. 新しいシステムの構成

拡張システムの取り付け
プロセスの概要：

手順

1. 拡張の準備

2. ハードウェアの取り付け — HC 250 ハードウェアまたは 240–HC/242–HC ハードウェア

3. 拡張システムの構成

6  概要



新しいシステムの取り付けの準備

次の準備作業の全体を完了します。展開の開始前に、すべての準備作業を完了して、必要なすべての設定
を集めることをおすすめします。適切にすべての準備と取り付け作業を完了しないと、展開が失敗する可
能性があります。

物理的なハードウェアおよび接続の確認

√ 次を確認します。

次のいずれかを持っています。

• スイッチ当たり 4 つの使用可能なポートを搭載した 10 GbE ネットワークスイッチが 2 つ

• スイッチ当たり 8 つの使用可能なポートを搭載した 1 GbE ネットワークスイッチが 2 つ

注記:

Hewlett Packard Enterprise 社がネットワークスイッチを購入製品の一部として提供するこ
とはありません。スイッチを事前に購入するか、既存のスイッチを使用してください。

スイッチは IPv6 対応であり、IPv6 が有効になっています。

注記:

IPv6 は、iLO 接続に使用される可能性がある 1 GbE スイッチでは必要ありません。

VLAN を使用する場合、タグなしトラフィックを許可するようにスイッチを構成します。

システムとネットワークスイッチ間の接続用のネットワークケーブルがあります。Hewlett
Packard Enterprise 社がこれらのケーブルを提供することはありません。例：

• 8 本の 10 GbE DAC ケーブル

• 8 本のパッチケーブルと 16 個の SFP + s
• 16 本の CAT 5e（または上位のケーブル）

2 つの 220v 電源装置と電源ケーブルがあります。

ノード 1 の管理 VM 上の OneView InstantOn にアクセスできるワークステーション/ノートパソコ
ンがあります。

ネットワークの展開
ネットワークタイプ（ESX、vSphere vMotion、ストレージ）ごとに、そのグループの範囲の 初の IP ア
ドレスのみを選択する必要があります。IP アドレスを選択すると、OneView InstantOn によってそのグル
ープの残りの IP アドレスが自動的にインクリメントされ、連続的に割り当てられます。

新しいシステムの取り付けの準備 7



ネットワーク情報の確認

√ 以下の操作を実行します。

次の表で指定されているように、ご使用の構成に必要な数の連続した IPv4 アドレスがあることを
確認します。

192.168.42.0/24 IPv4 のアドレスの範囲は予約されており、ネットワーク上の他のデバイスでは使
用されていないことを確認します。Hyper Converged システムでは、内部システムの通信にこの IP
アドレス範囲を使用します。

同時に複数のシステムを展開する場合は、システムごとに必要な数の IP アドレスが使用できるこ
とを確認してください。

2 ノードシステムの場合：将来的に 3 ノードまたは 4 ノードのシステムに拡張を計画している場合、
これらのノードに対して事前に IP アドレスを割り当てておくことを検討してください（必須では
ありませんが、推奨します）。

他のノードのサブネット範囲に一致する IP アドレスでこれらの拡張ノードを構成できる、という
利点があります。IP アドレスを事前に割り当てない場合は、将来、初期のシステム展開中に使用し
たサブネット範囲内での IP アドレスが拡張ノードで必要となることを知っておいてください。

次の表では、2 ノード、3 ノード、および 4 ノードの構成のネットワークごとに必要な連続した IP アドレ
スの数を示します。

表 1 : 新しいシステムに必要な連続した IP アドレスの数

ネットワークタイプ 2 ノード 3 ノード 4 ノード

ESX ネットワーク 3 4 5

vSphere vMotion ネットワーク 2 3 4

ストレージネットワーク 8 11 14

IP アドレスの合計数 13 18 23

開始 IP アドレスの記録

次の表に、グループの範囲内の 初の IP アドレスである開始 IP アドレスをネットワークタイプごとに記
録します。

ネットワークタイプ 開始 IP アドレス

ESX ネットワーク

注記:

ESX ネットワークに IP アドレスが割り当てられる場合、 初に
管理 VM の IP アドレスが割り当てられます。

vSphere vMotion ネットワーク

ストレージネットワーク
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VLAN 構成（オプション）
VLAN が使用される場合は、システム用に少なくとも 3 つの VLAN をおすすめします。これには、さまざ
まな本番環境ネットワークに使用する VLAN の数は含まれません。

ご使用のネットワークが 1 GbE または 10 GbE スイッチでタグ付きパケットのみをサポートし、かつ
VLAN ID の使用を予定している場合、展開前の VLAN ID の構成（9 ページ）の手順を実行します。展
開後に VLAN ID を構成する場合は、展開後の VLAN ID の構成（54 ページ）を参照してください。

VLAN 構成の事前展開の要件

• 1 つまたは複数のスイッチ上でタグ付きパケットのみがサポートされるネットワークに必要です。

• 0～4,095 の VLAN ID が許可されます。

• vSphere ESX CLI を使用して、vSwitch VMkernel ポート ESXmgmt および vSwitch 仮想マシンポート
グループ mgmtVMNetwork に VLAN ID を設定します。

• 次の順序で vSphere ホスト（システムノード）を構成します。

◦ 4 ノードシステム：vSphere ホスト 4、3、2、1
◦ 3 ノードシステム：vSphere ホスト 3、2、1
◦ 2 ノードシステム：vSphere ホスト 2、1

• ストレージおよび vMotion の VLAN ID は、新しいシステムの OneView InstantOn の展開中に構成され
ます。

展開前の VLAN ID の構成

1 つ以上のシステムシャーシを展開する場合、各システムシャーシ内の各 vSphere ホスト上で手順を完了
します。

手順

1. iLO 経由または SUV ケーブルを使用した直接接続経由でセキュアシェルおよび EXSi シェルを有効に
します。

a. vSphere ホスト 4 にログインします。

b. Customize System/View Logs にアクセスするには、F2 を押します。

Authorization Required ダイアログボックスが表示されます。

c. ログイン名に root、パスワードに hpcs200HC!を入力します。Enter を押します。

System Customization メニューが表示されます。

d. Troubleshooting Mode Options を選択して、Enter を押します。

Troubleshooting Mode Options メニューが表示されます。

e. Enable ESXi Shell 選択して、Enter を押します。

注記:

ESXi シェルが有効になっている場合、メニューオプションで Disable ESXi Shell が表示され
ます。

f. Enable SSH を選択して、Enter キーを押します。

g. Troubleshooting Mode Options を終了するには、Esc を押します。

h. System Customization を終了するには、Esc を押します。

2. ESXi シェル経由で VLAN ID を追加します。

a. ESXi シェルにアクセスするには、Alt+F1 を押します。

b. ユーザー名とパスワードを入力します。

c. 次のコマンドを入力します。ここで、XXXX は VLAN ID です。

VLAN 構成（オプション） 9



esxcli network vswitch standard portgroup set –p mgmtVMNetwork –v XXXX
esxcli network vswitch standard portgroup set –p ESXmgmt –v XXXX

注記:

すべてのポートグループの VLAN 設定をクエリするには、次のコマンドを入力します。

esxcli network vswitch standard portgroup list
3. セキュアシェルおよび ESXi シェルを無効にするには、Disable ESXi Shell および Disable SSH の選

択以外の手順 1 を繰り返します。

4. 各 vSphere ホストについて、手順 1～3 を繰り返します。

VLAN ID の記録

vMotion VLAN ID

管理 VLAN ID（ESXi、管理 VM）

注記:

システムで使用されるスイッチポート上で、この VLAN をタグな
し（PVID）で設定する必要があります。

iSCSI VLAN ID（ESXi、管理 VM、StoreVirtual VSA 2014）

VLAN 構成の確認

√ 以下の操作を実行します。

OneView InstantOn を実行する前に、正しい vMotion および iSCSI の VLAN ID で物理スイッチを
構成します。

システムで使用されるスイッチポート上で、管理 VM の VLAN ID をタグなし（PVID）で設定しま
す。

スイッチ構成の確認

√ 以下の操作を実行します。

レイヤー 2 で IPv6 トラフィックが通るようにネットワークスイッチのポートを構成します。

注記:

IPv6 は、iLO 接続に使用される可能性がある 1 GbE スイッチでは必要ありません。

IPv4 マルチキャストをネットワークスイッチポートで有効にします。

ネットワークスイッチポート上でタグなしの IPv6 および IPv4 トラフィックを許可するようにネ
ットワークスイッチを構成します。
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iLO アドレスの記録
iLO は日常的な使用には必要ありませんが、初期セットアップの一部として構成することをおすすめしま
す。ノードを回復するときに iLO が必要です（ユーザーガイドの「シングルノードの回復」を参照）。

4 つの IPv4 アドレスを手動で割り当てる必要があります。OneView InstantOn は、これらの IP アドレス
を割り当てません。

IP アドレス 1

IP アドレス 2

IP アドレス 3（2 ノード構成では不使用/不要）

IP アドレス 4（2 ノードまたは 3 ノード構成では不
使用/不要）

システム情報の記録

全般設定

StoreVirtual 管理グループの名前（必須）

注記:

デフォルト名の HP-HyperConv-<xx>は変更することができます。

StoreVirtual 管理グループの名前のガイドラインは、次のとおりで
す。

• 127 文字以下

• 初の文字は必ずアルファベット

• 使用できる文字：0～9、a～z、A～Z、ハイフン（-）、下線（_）、
および特殊文字\ ! @ # % ^ & * ( ) + \ | \ ] } \ [ { ? . > <

DNS サーバーの IP アドレス（必須）

NTP（オプション）

メールの設定（必須）

サーバー IP アドレス

サーバーポート

送信者アドレス

受信者アドレス

iLO アドレスの記録 11



ライセンスに関する留意事項

注記:

• VMware vSphere Essentials は 3 ノード構成のみでサポートされます。

• VMware vSphere Essentials では、vMotion をサポートしていません。展開後に、ローカルデー
タストアから SAN ボリュームに管理 VM を手動で移行する必要があります。

• ヘルプドキュメントにアクセスし、完全にライセンスが適用された StoreVirtual VSA でインスト
ールを完了するには、インターネットへのアクセスが必要です。

VMware
Centralized
Management ライ
センス

ESXi ホストのライ
センス

HC 250：単一シャ
ーシ（2 つまたは 3
つのホスト）

HC 250：単一シャ
ーシ（4 つのホス
ト）

HC 250：2 台、3
台、または 4 台のシ
ャーシ（6～16 のホ
スト）

VMware vSphere
Essentials キット

VMware vSphere
Essentials

サポートなし サポートなし サポートなし

VMware vSphere
Essentials Plus キ
ット

VMware vSphere
Essentials Plus

サポートあり サポートなし サポートなし

VMware vCenter
Server Standard

VMware vSphere
Standard

サポートあり サポートあり サポートあり

VMware vCenter
Server Standard

VMware vSphere
Remote Office
Branch Office およ
び VMware vSphere
Remote Office
Branch Office
Advanced
1

サポートあり サポートあり サポートあり

VMware vCenter
Server Standard

VMware vSphere
Enterprise

サポートあり サポートあり サポートあり

VMware vCenter
Server Standard

VMware vSphere
Enterprise Plus

サポートあり サポートあり サポートあり

1 VMware vSphere Remote Office Branch Office および VMware vSphere Remote Office Branch Office
Advanced では、ライセンスパックごとに実行される仮想マシンの数が制限されます。HC 250 が各ホス
ト上で仮想マシンをいくつ使用するかを調べるには、「仮想マシン要件」を参照してください。

仮想マシン要件
VMware vSphere Remote Office Branch Office および VMware vSphere Remote Office Branch Office
Advanced を使用している場合、必要な仮想マシンのライセンス数は変わります。

12  ライセンスに関する留意事項



表 2 : 新しいシステムの展開用およびシステムの拡張用に、ホストごとに必要な VM の
ライセンス数

システム ホスト数 ホスト HC 250 システムごとにラ
イセンスされた仮想マシンの数

システム 1 ホスト 1 およびホスト 2 21

ホスト 3 およびホスト 4 1

システム 2 ホスト 1 およびホスト 2 2 1

ホスト 3 およびホスト 4 1

システム 3 ホスト 1 およびホスト 2 2 1

ホスト 3 およびホスト 4 1

システム 4 ホスト 1 およびホスト 2 21

ホスト 3 およびホスト 4 1

1 VMware ホストの HA 可用性によって、HC 250 管理 VM は各システムのホスト 1 またはホスト 2 で動
作します。任意の時点で動作している管理 VM のインスタンスは 1 つだけであるため、HC 250 HA クラ
スター内で管理 VM をサポートするために必要な仮想マシンのライセンスは 1 つだけです。

管理グループのクォーラムに関する留意事項
2 ノードシステムを展開する場合は、OneView InstantOn の Settings 画面に Quorum Settings フィール
ドが表示されます。StoreVirtual 管理グループの Quorum Witness の役割を持つ NFS ファイル共有を入
力する必要があります。

管理グループ内部では、マネージャーはグループ内のすべてのストレージシステムのアクティビティを統
制するストレージシステムです。マネージャーは、投票アルゴリズムを使用してストレージシステムの動
作を調整します。この投票アルゴリズムでは、厳密に過半数のマネージャー（クォーラム）が作動して互
いにコミュニケーションをとることで管理グループの機能が維持されなければなりません。過半数の維
持を容易にするために、マネージャーの数を奇数にすることをおすすめします。マネージャーの数が偶数
の場合、過半数が存在しなくなり管理グループを使用できなくなる可能性があります。Quorum Witness
は、2 ノードシステムでクォーラムを維持する方法です。詳しくは、StoreVirtual Storage ユーザーガイド
の「マネージャーとクォーラムの使用」を参照してください。

クォーラムは、ホストの数によって、管理グループの展開または拡張中に OneView InstantOn によって構
成されます。

表 3 : ホストおよびマネージャーの数

展開されたホスト数または拡張
後のホスト数

Quorum Witness 仮想マネージャー 通常のマネージャー

2 あり なし 2

2 なし 1 あり 2 2

3 なし なし 3

表は続く

管理グループのクォーラムに関する留意事項 13



展開されたホスト数または拡張
後のホスト数

Quorum Witness 仮想マネージャー 通常のマネージャー

4 なし なし 3

5 なし なし 5

6 以上 なし なし 5

1 2 ノードシステムを展開する際に、OneView InstantOn が NFS ファイル共有への接続に失敗する場合、
管理グループに仮想マネージャーがインストールされます。2 ノードシステムでは、Quorum Witness
は管理グループの高可用性を維持するための 善の方法と考えられています。

2 展開後に、CMC を開いて、構成されているマネージャーのタイプを確認してください。必要に応じて、
CMC を使用して、Quorum Witness を含む管理グループを構成してください。
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拡張システムの準備

次の準備作業の全体を完了します。展開の開始前に、すべての準備作業を完了して、必要なすべての設定
を集めることをおすすめします。適切にすべての準備と取り付け作業を完了しないと、展開が失敗する可
能性があります。

物理的なハードウェアおよび接続の確認

注記:

システムに直接接続する必要はありません。初期のシステム構成時に設定した管理 VM IP アドレス
を使用してネットワーク経由で接続することができます。

√ 次を確認します。

次のいずれかを持っています。

• スイッチ当たり 4 つの使用可能なポートを搭載した 10 GbE ネットワークスイッチが 2 つ

• スイッチ当たり 8 つの使用可能なポートを搭載した 1 GbE ネットワークスイッチが 2 つ

注記:

Hewlett Packard Enterprise 社がネットワークスイッチを購入製品の一部として提供するこ
とはありません。スイッチを事前に購入するか、既存のスイッチを使用してください。

スイッチは IPv6 対応であり、IPv6 が有効になっています。

注記:

IPv6 は、iLO 接続に使用される可能性がある 1 GbE スイッチでは必要ありません。

VLAN を使用する場合、タグなしトラフィックを許可するようにスイッチを構成します。

システムとネットワークスイッチ間の接続用のネットワークケーブルがあります。Hewlett
Packard Enterprise 社がこれらのケーブルを提供することはありません。例：

• 8 本の 10 GbE DAC ケーブル

• 8 本のパッチケーブルと 16 個の SFP + s
• 16 本の CAT 5e（または上位のケーブル）

2 つの 220v 電源装置と電源ケーブルがあります。

ネットワークの展開
ネットワークタイプ（ESX、vSphere vMotion、ストレージ）ごとに、そのグループの範囲の 初の IP ア
ドレスのみを選択する必要があります。IP アドレスを選択すると、OneView InstantOn によってそのグル
ープの残りの IP アドレスが自動的にインクリメントされ、連続的に割り当てられます。

拡張プロセスでは、初期システム展開からの以下の IP アドレスが使用されます。

• 管理 VM
• ストレージクラスター

• StoreVirtual CMC

拡張システムの準備 15



注記:

拡張する場合は、ESX、vSphere vMotion、ストレージの各ネットワークおよび iSCSI イニシエータ
ーに使用する IP アドレスとして、元の（ 初の）システムを構成するときに使用したサブネットか
らの新規または未使用 IP アドレスを使用することをおすすめします。

ネットワーク情報の確認

√ 以下の操作を実行します。

次の表で指定されているように、ご使用の構成に必要な数の連続した IPv4 アドレスがあることを
確認します。

192.168.42.0/24 IPv4 のアドレスの範囲は予約されており、ネットワーク上の他のデバイスでは使
用されていないことを確認します。Hyper Converged システムでは、内部システムの通信にこの IP
アドレス範囲を使用します。

同時に複数のシステムを展開する場合は、システムごとに必要な数の IP アドレスが使用できるこ
とを確認してください。

2 ノードシステムの場合：将来的に 3 ノードまたは 4 ノードのシステムに拡張を計画している場合、
これらのノードに対して事前に IP アドレスを割り当てておくことを検討してください（必須では
ありませんが、推奨します）。

他のノードのサブネット範囲に一致する IP アドレスでこれらの拡張ノードを構成できる、という
利点があります。IP アドレスを事前に割り当てない場合は、将来、初期のシステム展開中に使用し
たサブネット範囲内での IP アドレスが拡張ノードで必要となることを知っておいてください。

次の表では、2 ノード、3 ノード、および 4 ノードの構成のネットワークごとに必要な連続した IP アドレ
スの数を示します。

表 4 : システムの拡張に必要な連続した IP アドレスの数

ネットワークタイプ 2 ノード 3 ノード 4 ノード

ESX ネットワーク 2 3 4

vSphere vMotion ネットワーク 2 3 4

ストレージネットワーク 6 9 12

IP アドレスの合計数 10 15 20

開始 IP アドレスの記録

次の表に、グループの範囲内の 初の IP アドレスである開始 IP アドレスをネットワークタイプごとに記
録します。

16  ネットワーク情報の確認



ネットワークタイプ 開始 IP アドレス

ESX ネットワーク

注記:

ESX ネットワークに IP アドレスが割り当てられる場合、 初に
管理 VM の IP アドレスが割り当てられます。

vSphere vMotion ネットワーク

ストレージネットワーク

VLAN 構成（オプション）
VLAN が使用される場合は、システム用に少なくとも 3 つの VLAN をおすすめします。これには、さまざ
まな本番環境ネットワークに使用する VLAN の数は含まれません。拡張には、 初のシステム用に構成さ
れていたのと同じ VLAN ID を使用します。

ご使用のネットワークが 1 GbE または 10 GbE スイッチでタグ付きパケットのみをサポートし、かつ
VLAN ID の使用を予定している場合、「展開前の VLAN ID の構成」の手順を実行してください。展開後に
VLAN ID の構成を計画している場合は、「展開後の VLAN ID の構成」を参照してください。

VLAN 構成拡張前の要件

• 1 つまたは複数のスイッチ上でタグ付きパケットのみがサポートされるネットワークに必要です。

• 0～4,095 の VLAN ID が許可されます。

• vSphere ESX CLI を使用して、vSwitch VMkernel ポート ESXmgmt および vSwitch 仮想マシンポート
グループ mgmtVMNetwork に VLAN ID を設定します。

• 次の順序で vSphere ホスト（システムノード）を構成します。

◦ 4 ノードシステム：vSphere ホスト 4、3、2、1
◦ 3 ノードシステム：vSphere ホスト 3、2、1
◦ 2 ノードシステム：vSphere ホスト 2、1

• vSwitch VMkernel ポート ESXmgmt および vSwitch 仮想マシンポートグループ mgmtVMNetwork に
対して、現在展開されているシステムと同じ VLAN ID を使用します。

• ストレージおよび vMotion の VLAN ID は、拡張システムの OneView InstantOn の展開中に構成されま
す。

展開前の VLAN ID の構成

1 つ以上のシステムシャーシを展開する場合、各システムシャーシ内の各 vSphere ホスト上で手順を完了
します。

手順

1. iLO 経由または SUV ケーブルを使用した直接接続経由でセキュアシェルおよび EXSi シェルを有効に
します。

a. vSphere ホスト 4 にログインします。

b. Customize System/View Logs にアクセスするには、F2 を押します。

Authorization Required ダイアログボックスが表示されます。

c. ログイン名に root、パスワードに hpcs200HC!を入力します。Enter を押します。

System Customization メニューが表示されます。

d. Troubleshooting Mode Options を選択して、Enter を押します。

VLAN 構成（オプション） 17



Troubleshooting Mode Options メニューが表示されます。

e. Enable ESXi Shell 選択して、Enter を押します。

注記:

ESXi シェルが有効になっている場合、メニューオプションで Disable ESXi Shell が表示され
ます。

f. Enable SSH を選択して、Enter キーを押します。

g. Troubleshooting Mode Options を終了するには、Esc を押します。

h. System Customization を終了するには、Esc を押します。

2. ESXi シェル経由で VLAN ID を追加します。

a. ESXi シェルにアクセスするには、Alt+F1 を押します。

b. ユーザー名とパスワードを入力します。

c. 次のコマンドを入力します。ここで、XXXX は VLAN ID です。

esxcli network vswitch standard portgroup set –p mgmtVMNetwork –v XXXX
esxcli network vswitch standard portgroup set –p ESXmgmt –v XXXX

注記:

すべてのポートグループの VLAN 設定をクエリするには、次のコマンドを入力します。

esxcli network vswitch standard portgroup list
3. セキュアシェルおよび ESXi シェルを無効にするには、Disable ESXi Shell および Disable SSH の選

択以外の手順 1 を繰り返します。

4. 各 vSphere ホストについて、手順 1～3 を繰り返します。

VLAN ID の記録

vMotion VLAN ID

管理 VLAN ID（ESXi、管理 VM）

注記:

システムで使用されるスイッチポート上で、この VLAN をタグな
し（PVID）で設定する必要があります。

iSCSI VLAN ID（ESXi、管理 VM、StoreVirtual VSA 2014）

VLAN 構成の確認

√ 次を実行します（まだ、初期インストール時に完了していない場合）：

OneView InstantOn を実行する前に、正しい vMotion および iSCSI の VLAN ID で物理スイッチを
構成します。

システムで使用されるスイッチポート上で、管理 VM の VLAN ID をタグなし（PVID）で設定しま
す。
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iLO アドレスの記録
iLO は日常的な使用には必要ありませんが、初期セットアップの一部として構成することをおすすめしま
す。ノードを回復するときに iLO が必要です（ユーザーガイドの「シングルノードの回復」を参照）。

4 つの IPv4 アドレスを手動で割り当てる必要があります。OneView InstantOn は、これらの IP アドレス
を割り当てません。

IP アドレス 1

IP アドレス 2

IP アドレス 3（2 ノード構成では不使用/不要）

IP アドレス 4（2 ノードまたは 3 ノード構成では不使用/不要）

ライセンス
インストールするライセンスについては、「ライセンスに関する留意事項」を参照してください。

iLO アドレスの記録 19



HC 250 ハードウェアの取り付け

サーバーの警告および注意事項

警告:
このサーバーは重量があります。けがまたは装置の損傷を防止するために、次の点に注意してくだ
さい。

• 手動での装置の取り扱いに関する、地域の労働衛生および安全に関する要件およびガイドラインに従
ってください。

• サーバーの取り付けおよび取り外し作業中には、特に本体がレールに取り付けられていない場合、必
ず適切な人数で製品を持ち上げたり固定したりする作業を行ってください。ラックサーバーを取り付
ける際は必ず、2 人以上で作業を行うことをおすすめします。装置を胸より高く持ち上げるときは、サ
ーバーの位置を合わせるために 3 人目の人が必要になる場合があります。

• サーバーをラックへ取り付ける、またはラックから取り外す際には、サーバーがレールに固定されて
いないと、不安定になるので注意してください。

警告:
表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷め
てから手を触れてください。

警告:
けが、感電、または装置の損傷を防止するために、電源コードを抜き取って、サーバーに電源が供
給されないようにしてください。フロントパネルにある電源ボタンではシステムの電源を完全に切
ることはできません。AC 電源コードを抜き取るまで、電源装置の一部といくつかの内部回路はアク
ティブのままです。

注意:
サーバーを不安定な電源および一時的な停電から保護するために、UPS（無停電電源装置）を使用
してください。UPS は、電源サージや電圧スパイクによって発生する損傷からハードウェアを保護
し、停電中でもシステムが動作を継続できるようにします。

注意:
アクセスパネルを開いた状態または取り外した状態でサーバーを長期にわたって稼動させないでく
ださい。この状態でサーバーを動作させると、通気が正しく行われず、冷却機構が正常に動作しな
くなるため、高温によって装置が損傷する可能性があります。

空間および通気要件
修理をしやすくし、また通気をよくするために、ラックの設置場所を決定する際には、次の空間要件に
従ってください。

• ラックの正面側に 85.09 cm（33.5 インチ）以上の隙間を空けてください。

• ラックの背面側に 76.2 cm（30 インチ）以上の隙間を空けてください。

• ラックの背面から他のラックまたはラック列の背面の間には、121.9 cm（48 インチ）以上の隙間を空
けてください。

Hewlett Packard Enterprise 製ノードは、冷気をフロントドアから吸収して、内部の熱気をリアドアから
排出します。したがって、ラックの正面ドアと背面ドアで適切な通気を行い、室内の空気が十分にキャビ
ネットに入るようにする必要があります。また、背面ドアで適切な通気を行い、暖気がキャビネットから
出ていくようにする必要があります。
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注意:

不十分な冷却や装置の損傷を防止するため、通気用開口部は塞がないようにしてください。

ラック内の縦方向のスペースにサーバーやラックコンポーネントが設置されていない場合、コンポーネン
ト間の隙間が原因でラック全体およびサーバー間の空気の流れが変動することがあります。ブランクパ
ネルですべての隙間を埋め、適切な通気を確保してください。

注意:

ラック内の空の縦スペースを満たすには必ずブランクパネルを使用してください。これにより、適
切な通気が確保されます。ブランクパネルなしでラックを使用すると、冷却が不適切になり、高温
による損傷が発生する可能性があります。

9000 および 10000 シリーズのラックは、通気のための 64%の開口部を備えた正面および背面ドアの通気
孔から適切なサーバー冷却を提供します。

注意:

Compaq ブランドの 7000 シリーズラックを使用する場合は、前面から背面への適切な通気と冷却機
能を提供するため、ハイエアフローラックドアインサート（42U ラックの場合は PN 327281-B21、
22U ラックの場合は PN 157847-B21）を取り付けます。

注意:

他社製ラックを使用する場合、適切な通気を確保し装置の損傷を防ぐため、以下の追加要件に従っ
てください。

• 正面および背面ドア—42U ラックに正面および背面ドアがある場合、ラックの上部から下部にか
けて 5,350 平方 cm（830 平方インチ）の通気孔（通気に必要な 64 パーセントの開口部と同等）
を均等に確保し、十分な通気が行われるようにします。

• 側面—取り付けたラックコンポーネントとラックのサイドパネルの間は 7 cm（2.75 インチ）以
上の隙間を空ける必要があります。

温度要件
装置が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所にシステムを取り付けまたは
配置してください。

ほとんどのサーバー製品で推奨している 大周囲動作温度（TMRA）は、35°C（95°F）です。ラックを設
置する室内の温度は、35°C（95°F）を超えてはなりません。

注意:
他社製オプションをインストールする場合に装置の損傷を防止するために、次の点に注意してくだ
さい。

• オプションの装置によって、サーバー周囲の通気が妨げられたり、内部のラック温度が許容され
る上限を超えて上昇したりすることがないようにしてください。

• 製造元の TMRA を超えないでください。

電源要件
この装置は、資格のある電気技師が情報技術機器の取り付けについて規定したご使用の地域の電気規格に
従って取り付けしなければなりません。この装置は、NFPA 70, 1999 Edition（全国的な電気規約）および
NFPA-75, 1992（電気コンピューター/データ処理装置の保護に関する規約）の適用対象となる取り付けで
動作するよう設計されています。オプションの電源の定格については、製品の定格ラベルまたはそのオプ
ションに付属のユーザードキュメントを参照してください。
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警告:
けが、火災、または装置の損傷を防止するために、ラックに電源を供給する AC 電源分岐回路の定
格負荷を超えないようにしてください。施設の配線および取り付け要件については管轄する電力会
社にお問い合わせください。

注意:
サーバーを不安定な電源および一時的な停電から保護するために、UPS（無停電電源装置）を使用
してください。UPS は、電源サージや電圧スパイクによって発生する損傷からハードウェアを保護
し、停電中でもシステムが動作を継続できるようにします。

アース要件
正常に動作し、安全にご使用いただくために、この装置は正しくアースしなければなりません。米国で
は、必ず地域の建築基準だけでなく、NFPA 70、1999 Edition（National Electric Code）第 250 項に従っ
て装置を設置してください。

カナダでは、Canadian Standards Association, CSA C22.1, Canadian Electrical Code に従って装置を取り
付ける必要があります。

その他のすべての国では、International Electrotechnical Commission（IEC）Code 364 の第 1 部から第 7
部など、地域または全国的な電気配線規約に従って装置を取り付ける必要があります。さらに、分岐配
線、コンセントなど、取り付けで使用されるすべての配電デバイスがリストに記載された、または認可さ
れたアース付き装置であることを確認する必要があります。

この装置に関連する高い漏電電流のため、建物の分岐回線に永続的に配線されているか、工業用プラグに
配線された取り外し不可能なコードを備えた PDU の使用をおすすめします。NEMA ロック式プラグ、ま
たは IEC 60309 に準拠するプラグは、この目的に適しています。この装置に電力を供給するために一般的
な電源延長コードを使用することは推奨されません。

ハードウェアの取り付け
プロセスの概要：

手順

1. ラックをセットアップして取り付けます。詳しくは、ラックに同梱されている「クイックデプロイレ
ールシステムインストール手順」を参照してください。

2. シャーシの準備

3. シャーシの取り付け

4. コンポーネントの取り付け

5. システムのケーブル接続

6. iLO の構成

シャーシの準備

シャーシをラックに取り付ける前に、ノードと電源装置を取り外す必要があります。完全搭載されたシャ
ーシは重いため、これらのコンポーネントを取り外すとシャーシの移動と取り付けが容易になります。

手順

1. 製品の背面パネルに手を伸ばします。

2. リリーフストラップから電源コードを外します。

3. すべての電源の取り外し：

a. 電源コードを電源から抜き取ります。

b. 電源コードをシャーシから抜き取ります。

c. 電源装置を取り外します。
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4. ノードからすべての周辺ケーブルを取り外します。

5. ノードをシャーシから取り外します。

a. つまみネジを緩めます。

b. ハンドルを後ろに引いて、ノードを取り外します。

注意:

デバイスの損傷を防止するために、持ち運ぶときは取り外し用ハンドルを使用しないでくださ
い。

6. セキュリティベゼルが取り付けられている場合、取り外します。
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シャーシの取り付け

警告:

シャーシをラックへと持ち上げる場合は、少なくとも 2 人で必ず作業してください。シャーシを胸
の高さよりも上げてラックに装着する場合は、2 人がシャーシの重量を支えている間、3 人目がシャ
ーシをレールに合わせるのを手伝う必要があります。

警告:

シャーシは非常に重いです。けがまたは装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

• 手動での装置の取り扱いに関する、地域の労働衛生および安全に関する要件およびガイドライン
に従ってください。

• シャーシを取り付けるまたは移動する前に、取り付けられているすべてのコンポーネントをシャ
ーシから取り外してください。

• シャーシがラックに固定されていない場合は特に、シャーシの取り付けまたは取り外し中のシャ
ーシの持ち上げおよび固定には注意し、支援を得てください。

警告:

けがや装置の損傷を防止するために、レールマウント型装置の上に何かを重ねたり、ラックから広
げられているときに作業面として使用したりしないでください。

注意:

も重いアイテムがラックの 下部になるように、常にラックの取り付けを計画してください。
も重いアイテムを 初に取り付け、下から上へとラックへの搭載を続けてください。

シャーシはラックに取り付ける必要があります。ラックレールを取り付けるには、ラックハードウェアキ
ットに同梱されているクイックデプロイレールシステムインストール手順を参照してください。

奥行き 1200 mm の 42U ラックには、 大 21 台のシャーシを取り付けできます。複数のシャーシを取り
付ける場合は、 初のシャーシをラックの 下部に取り付け、後続のシャーシごとにラック内を上へと移
動して追加のシャーシを取り付けます。取り付けられたコンポーネントの位置の変更は難しい場合があ
るため、ラックへの取り付けは慎重に計画してください。

24  シャーシの取り付け



警告:

けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

• ラックは、コンクリートアンカーキットを使用して、ボルトで床に固定してください。

• レベリングフィートを床まで伸ばしてください。

• ラックの全重量がレベリングフィートにかかるようにしてください。

• 複数ラックの取り付けではラックを連結してください。

• コンポーネントは、一度に 1 つずつしか広げることができません。一度に複数のコンポーネントを引
き出すと、ラックが不安定になる場合があります。

警告:

けがや装置の損傷を防止するために、シャーシを取り付ける前に、ラックが十分に安定しているこ
とを確認してください。

注意:

シャーシを取り付けるときは、製品を床に平行な状態に保ってください。製品を上または下に傾け
ると、スライドが損傷する可能性があります。

シャーシをラックに取り付け、つまみネジを締めます。

コンポーネントの取り付け
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1U シャーシへのノードの取り付け

電源装置の取り付け

注意:

効率および消費電力が異なる電源装置をシャーシで混在させないでください。単一のシャーシには
1 つの種類の電源装置のみを取り付けます。

手順

1. 2 台目の電源装置を取り付ける場合は、電源装置ブランクを取り外します。

2. 電源装置をスライドさせて、正しい位置にカチッと固定されるまで電源装置ベイに押し込みます。

シャーシオプション
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セキュリティベゼルの取り付け

セキュリティベゼルを使用すると、フロントパネルのコンポーネントへの許可のない物理的アクセスを防
ぐことができます。

ディスクドライブの番号割り当て方法

図 1 : ディスクドライブの番号（4 ノードシステム）（27 ページ）は、4 ノード HC 250 モデルのドライ
ブ番号を示しています。

• ノード 1 は、1-1～1-6 のドライブに対応しています。

• ノード 2 は、2-1～2-6 のドライブに対応しています。

• ノード 3 は、3-1～3-6 のドライブに対応しています。

• ノード 4 は、4-1～4-6 のドライブに対応しています。

図 1 : ディスクドライブの番号（4 ノードシステム）

図 2 : ディスクドライブの番号（3 ノードシステム）（28 ページ）は、3 ノード HC 250 モデルのドライ
ブ番号を示し、図 3 : ディスクドライブの番号（2 ノードシステム）（28 ページ）は、2 ノード HC 250
モデルのドライブ番号を示しています。

• ノード 1 は、1-1～1-6 のドライブに対応しています。

• ノード 2 は、2-1～2-6 のドライブに対応しています。

• ノード 3 は、3-1～3-6 のドライブに対応しています。
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図 2 : ディスクドライブの番号（3 ノードシステム）
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図 3 : ディスクドライブの番号（2 ノードシステム）

システムのケーブル接続

この項の各図では、ご使用の環境でのシステムのケーブル接続方法を示します。

注記:

システムとスイッチ間の接続は参考例です。システムは、スイッチ上で利用可能な任意のポートに
接続できます。耐障害性を確保するために、2 台のスイッチを使用することをおすすめします。

ネットワーク接続を完了したら、必ず、電源ケーブルをシステムに接続してください。
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図 4 : 4 ノードシステムのケーブル接続（10 GbE ポート）

1. 10 GbE スイッチ A（IPv6 が有効） 2. 10 GbE スイッチ B（IPv6 が有効）

3. ノード 4、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に接
続

4. ノード 2、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に接
続

5. ノード 3、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に接
続

6. ノード 1、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に接
続

7. ノード 4、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に接
続

8. ノード 3、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に接
続

9. ノード 2、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に接
続

10. ノード 1、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に
接続

11. ノード 4、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X
に接続

12. ノード 3、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X
に接続

13. ノード 2、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X
に接続

14. ノード 1、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X
に接続

15. セットアップワークステーションまたはノート
パソコンに接続

16. 1 GbE スイッチ

17. スイッチリンクをインターコネクト

HC 250 ハードウェアの取り付け 29



図 5 : 4 ノードシステムのケーブル接続（1 GbE ポート）

1. 1 GbE スイッチ A（IPv6 が有効） 2. 1 GbE スイッチ B（IPv6 が有効）

3. ノード 2、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に接
続

4. ノード 4、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に接
続

5. ノード 4、ポート 2 をスイッチ A、ポート X に接
続

6. ノード 4、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に接
続

7. ノード 4、ポート 3 をスイッチ B、ポート X に接
続

8. ノード 2、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に接
続

9. ノード 2、ポート 3 をスイッチ B、ポート X に接
続

10. ノード 3、ポート 3 をスイッチ A、ポート X に
接続

11. ノード 3、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に
接続

12. ノード 2、ポート 2 をスイッチ A、ポート X に
接続

13. 1 GbE スイッチ 14. ノード 4、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X
に接続

15. ノード 3、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X
に接続

16. ノード 2、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X
に接続

17. ノード 1、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X
に接続

18. ノード 3、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に
接続

19. ノード 3、ポート 3 をスイッチ B、ポート X に
接続

20. ノード 1、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に
接続

表は続く
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21. ノード 1、ポート 3 をスイッチ B、ポート X に
接続

22. ノード 1、ポート 2 をスイッチ B、ポート X に
接続

23. ノード 1、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に
接続

24. セットアップワークステーションまたはノート
パソコンに接続
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図 6 : 3 ノードシステムのケーブル接続（10 GbE ポート）

1. 10 GbE スイッチ A（IPv6 が有効） 2. 10 GbE スイッチ B（IPv6 が有効）

3. スイッチリンクをインターコネクト 4. ノード 3、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に接
続

5. ノード 2、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に接
続

6. ノード 1、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に接
続

7. ノード 3、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に接
続

8. ノード 2、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に接
続

9. ノード 1、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に接
続

10. ノード 3、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X
に接続

11. ノード 2、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X
に接続

12. セットアップワークステーションまたはノート
パソコンに接続

13. ノード 1、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X
に接続

14. 1 GbE スイッチ
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図 7 : 2 ノードシステムのケーブル接続（10 GbE ポート）

1. 10 GbE スイッチ A（IPv6 が有効） 2. 10 GbE スイッチ B（IPv6 が有効）

3. スイッチリンクをインターコネクト 4. ノード 2、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に接
続

5. ノード 1、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に接
続

6. ノード 2、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に接
続

7. ノード 1、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に接
続

8. ノード 2、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X に
接続

9. セットアップワークステーションまたはノート
パソコンに接続

10. ノード 1、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X
に接続

11. 1 GbE スイッチ

iLO の構成

iLO の構成について詳しくは、http://www.hpe.com/info/ilo/docs で入手できる HPE iLO 4 ユーザーガイ
ドを参照してください。

システムの電源投入

電源ケーブルが接続され、ノードが取り付けられると、システムファームウェアは自動電源投入シーケン
スを開始します。電源のデフォルト設定は、常にオンに設定されています。Hewlett Packard Enterprise
から指示された場合を除き、デフォルトの電源設定を変更しないでください。

システムに自動的に電源が入らない場合は、以下の代替方法を使用できます。

• iLO 経由で仮想電源ボタン選択を使用します。

• 電源ボタンを押して離す。

ノードがスタンバイモードからフルパワーモードになると、ノードの電源 LED がオレンジから緑色に変
わります。

iLO について詳しくは、http://www.hpe.com/jp/servers/ilo を参照してください。
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関連資料

ハードウェアについて詳しくは、http://www.hpe.com/support/Apollo2000_UG_ja で入手できる HPE
Apollo 2000 System ユーザーガイドを参照してください。

関連資料 33

http://www.hpe.com/support/Apollo2000_UG_ja


新しいシステムの展開

新しいシステムの構成
プロセスの概要：

手順

1. Top-of-Rack スイッチの構成

2. システムにアクセスするノートパソコン/ワークステーションの構成

3. VMware vCenter Server ライセンスのインストール（事前展開）

4. 新しいシステムの展開

5. ライセンスのインストール

6. 展開後のタスクの完了

vCenter セットアップのタイプ
各 HC 250 ノードには、VMware vCenter Server がプリインストールされている組み込み型の管理 VM が
含まれています。OneView InstantOn では、これはローカル vCenter セットアップとみなされます。

OneView InstantOn バージョン 1.2.0 以降では、ユーザーが用意した VMware vCenter Server の外部イン
スタンスにシステムストレージを展開できます（つまり、HC 250 管理 VM にソフトウェアをインストー
ルしません）。OneView InstantOn では、これはリモート vCenter セットアップとみなされます。このリ
モートセットアップにより、vCenter のライセンスコストを削減するとともに、複数のリモートサイト/展
開を一元管理できます。

VMware では vCenter サーバーの名前が変更されないように制限がかけられているため、完全修飾ドメイ
ン名のカスタマイズが必要な場合は、リモートの vCenter セットアップの使用をおすすめします。
VMware の制限について詳しくは、https://kb.vmware.com/selfservice/search.do?
cmd=displayKC&docType=kc&docTypeID=DT_KB_1_1&externalId=2130599 を参照してください。

リモート vCenter セットアップオプション

リモート vCenter セットアップには、2 つの展開オプションがあります。1 つは、VMware vCenter Server
と OneView for VMware vCenter がインストールされ、システムと同じ 10 GbE ネットワーク上にある
Windows サーバーです（図 8 : リモート vCenter セットアップ（オプション 1）（34 ページ））。
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図 8 : リモート vCenter セットアップ（オプション 1）
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1. VMware vCenter Server および OneView for VMware vCenter を実行している Windows サーバー

2. 10 GbE ネットワーク

3. HC 250 システム（組み込み型の管理 VM が含まれる）

vCenter Server Appliance（vCSA）または VMware vCenter Server を実行している Windows サーバーが
ある場合、その vCenter インスタンスは、OneView for VMware vCenter を実行している Windows サーバ
ーが含まれているローカルネットワーク上にある必要があります。Windows サーバーは、システムが含
まれている 10 GbE ネットワーク上にあります（図 9 : リモート vCenter セットアップ（オプション 2）
（35 ページ））。現時点では、OneView for VMware vCenter は vCSA ではサポートされません。

1
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4

図 9 : リモート vCenter セットアップ（オプション 2）

1. OneView for VMware vCenter を実行している
Windows サーバー

2. 10 GbE ネットワーク

3. HC 250 システム（組み込み型の管理 VM が含ま
れる）

4. vCenter Server Appliance（vCSA）また VMware vCenter Server を実行している Windows サーバー

注記:

システムの展開時に、ローカルまたはリモート vCenter オプションを選択できます。一度選択した
ら、その後、システムを追加するときにも同じ選択（ローカルまたはリモート）を行う必要があり
ます。

リモート vCenter セットアップの前提条件

リモート vCenter のオプションを展開する前に、VMware vCenter Server および OneView for VMware
vCenter がインストールされているリモートサーバーで、以下の要件を満たすようにしてください。

手順

1. 別の Hyper Converged 250 システムの管理 VM 上で、既存の VMware vCenter Server のインスタン
スが動作していないようにします。実行されている場合、展開時に問題が発生する可能性がありま
す。
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2. リモートサーバーが、システムに接続されている 10 GbE ネットワークスイッチにアクセスできるネ
ットワーク上で構成されていることを確認します。このリモートサーバーの IP アドレスと、シング
ルサインオン（SSO）で使用されるデフォルトポートが必要です。

3. ファイアウォールを無効にするか、OneView for VMware vCenter が動作しているサーバー上のイン
バウンドおよびアウトバウンドのアクセスのために、次のポートを有効にするかします。ポートは、
VMware vCenter Server（個々のサーバーにインストールされている場合）が動作するサーバー上で
有効にする必要はありません。

注記:

• これらのポートについて詳しくは、OneView for VMware vCenter インストールガイドの「デ
フォルトのポート値」を参照してください。

• これらのファイアウォールまたはポート設定は、新しいシステムインストールまたはシステ
ム拡張の展開中にのみ必要です。展開が完了すると、ファイアウォールを再度有効にした
り、ポートへのアクセスを無効にしたりすることができます。

a. HPE HTTPS ポート 3501 TCP
b. HPE UIM ポート 3504 TCP（OneView InstantOn を実行しているシステムの管理 VM からアクセ

スできなければなりません）

4. VMware vCenter Server v5.5 または v6.0 をインストールします。Hewlett Packard Enterprise は、常
に、ソフトウェアの 新のアップデートをインストールすることをおすすめします。ESXi と
vCenter Server のバージョン間の互換性を確認するには、Hyper Converged 250 System for VMware
vSphere compatibility matrix（http://www.hpe.com/info/StoreVirtualcompatibility）を参照してくだ
さい。

5. ライセンスタイプがサポートされていることを確認します。「ライセンスに関する留意事項」を参照
してください。

6. OneView for VMware vCenter v7.8.3 をインストールします。Hewlett Packard Enterprise は、常に、
ソフトウェアの 新のアップデートをインストールすることをおすすめします。

ESXi と vCenter Server のバージョン間の互換性を確認するには、Hyper Converged 250 System for
VMware vSphere compatibility matrix（http://www.hpe.com/info/StoreVirtualcompatibility）を参照
してください。

7. リモートサーバー上の VMware vCenter の管理者認証情報について、OneView へのアクセス権があ
ることを確認します。これらの認証情報は、展開中に OneView InstantOn によって使用されます。

8. OneView InstantOn に指定される VMware vCenter Server のユーザー認証情報で、OneView for
VMware vCenter Storage Administrator Portal にもアクセスできるようにします。持っていないと、
OneView InstantOn 展開は正常に完了しません。認証情報は vCenter の画面に入力されます。

9. リモートサーバーが、インストールされる、または追加（拡張）される追加のシステムホスト、デー
タセンター、および仮想マシンをサポートできることを確認します。

10. リモート vCenter オプションを使用する 初の 4 ノードシステムについて、VMware vCenter の制限
に合わせて、次の項目の確保を計画します。

a. VMware vCenter Server あたり 4 つのホスト（3 ノードシステムでは 3 つのホスト、2 ノードシス
テムでは 2 つのホスト）

b. データセンターあたり 4 つのホスト（3 ノードシステムでは 3 つのホスト、2 ノードシステムでは
2 つのホスト）

c. VMware vCenter Server あたり 5 つの仮想マシン（3 ノードシステムでは 4 つの VM、2 ノードシ
ステムでは 3 つの VM）

注記:

各バージョンでサポートされる制限については、VMware vCenter Server のドキュメントを
参照してください。

11. リモート vCenter オプションを使用する、初期展開の 2 番目の 4 ノードシステムまたは拡張システム
について、VMware vCenter の制限に合わせて、次の項目の確保を計画します。
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a. VMware vCenter Server あたり 4 つのホスト（3 ノードシステムでは 3 つのホスト、2 ノードシス
テムでは 2 つのホスト）

b. データセンターあたり 4 つのホスト（3 ノードシステムでは 3 つのホスト、2 ノードシステムでは
2 つのホスト）

c. VMware vCenter Server あたり 4 つの仮想マシン（3 ノードシステムでは 3 つの VM、2 ノードシ
ステムでは 2 つの VM）

すべての要件が満たされたら、システムにアクセスするノートパソコン/ワークステーションの構成の手順
に従って、組み込まれている管理 VM にリモートサーバーを接続します。

複数のシステムを展開する場合でも、アクセスが必要なのは、1 つのシステムに組み込まれた 1 つの管理
VM だけです。

Top-of-Rack スイッチの構成
このシステムは、すべてのネットワーク通信に拡張 NIC インターフェイスを使用します。

• アプリケーションネットワーク

• ストレージネットワーク

• 高度な仮想化サービス（vMotion、フォールトトレランスなど）

• システム管理

OneView InstantOn を使用してインストールを開始する前に、単一ネットワークを使用するか複数のネッ
トワークを使用するかを決める必要があります。

単一ネットワーク

手順

1. すべてのデバイスとサービスが同じサブネット上にあります。単一 VLAN はオプションです。VLAN
が構成されている場合は、すべての ConvergedSystem 200-HC StoreVirtual デバイスおよびサービス
で同じ VLAN ID を構成します。

2. アプリケーション、ストレージ、および vMotion サービスは、同じサブネット内の単一の IP アドレス
範囲を使用して構成されます。

管理、vMotion、およびストレージ/iSCSI 用に、重複していない IP アドレスの範囲が必要です。VLAN を
使用してこれらのネットワークを分離させることをおすすめします。

各ノードに接続されているスイッチポートをまったく同じように構成します。

• VLAN タギングを使用していない場合、同じネイティブ（PVID）VLAN ID を使用して各スイッチポー
トを構成します。

• VLAN タギング機能を使用している場合、vSphere vMotion およびストレージ/iSCSI ネットワーク用
に、同じネイティブ（PVID）VLAN ID と同じタグ付け VLAN ID を使用して各スイッチポートを構成し
ます。

• vSphere vMotion およびストレージ/iSCSI ネットワークの VLAN ID が同じ場合は、同じサブネット内
の重複していない IP アドレスが必要です。

• vSphere vMotion およびストレージ/iSCSI ネットワークの VLAN ID が異なる場合は、別々の IP サブネ
ットが必要です。

システムにアクセスするノートパソコン/ワークステーション
の構成

注記:

手順は Windows システム用です。Windows 以外のシステムを使用している場合、手順については
製造元のドキュメントを参照してください。
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システムにアクセスするには、Microsoft Windows リモートデスクトップサービス（たとえば、
mstsc.exe）を実行できる 1 GbE ポート搭載のノートパソコン/ワークステーションが必要です。

手順

1. ノートパソコン/ワークステーションをすべてのネットワークから接続解除します。

2. Cat5E ケーブルを使用して、システムと 1 GbE ノートパソコンポートを接続します。トピック「シス
テムのケーブル接続」中の図の番号 15 を参照してください。

3. 静的 IP アドレス 192.168.42.99 とサブネットマスク 255.255.255.0 を使用するように 1 GbE ノート
パソコン/ワークステーションポートを構成します（ゲートウェイアドレスは不要です）。

重要:

ノートパソコン/ワークステーションを 192.168.42.100 以上の IP アドレスで構成しないでくだ
さい。192.168.42.100 以上の IP アドレスは、Hyper Converged 250 システム用に予約されてい
ます。

a. Windows デスクトップからネットワークと共有センターにアクセスします。

図 10 : ネットワークと共有センター

b. 利用可能なネットワーク接続に移動します。
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図 11 : ネットワーク接続

c. 該当する NIC を右クリックし、プロパティを選択します。

d. インターネットプロトコルバージョン 4 を選択し、プロパティを選択します。

図 12 : ローカルエリア接続のプロパティ

e. 次の IP アドレスを使うを選択し、IP アドレスとサブネットマスクを入力します。OK をクリックし
ます。
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図 13 : IP プロトコルバージョン 4（TCP/IPv4）のプロパティ

4. ノートパソコン/ワークステーションのスタートメニューからリモートデスクトップ接続を探して選択
します。コンピューターボックスに、192.168.42.100 を入力し、接続をクリックします。

図 14 : リモートデスクトップ接続

5. Windows Security ダイアログボックスで、認証情報を入力します。

a. ユーザー名：

管理者

b. Password:
hpcs200HC!

VMware vCenter Server ライセンスのインストール（事前展
開）

OneView InstantOn バージョン 1.2.0 以降に含まれている画面で、ローカルまたはリモートのいずれかの
vCenter 構成の VMware vCenter ライセンスを適用できます。このライセンスは、ご購入のシステムには
含まれていません。

また、VMware vSphere® Client を使用して、ライセンスを適用することもできます。
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注記:

購入した vCenter ライセンスが VMware vSphere 5.5 または 6.0 用であることを確認します。

手順

1. ノートパソコンまたはワークステーションを使用して管理 VM にログインします。

2. Windows デスクトップのスタートメニューから VMware vSphere Client を選択します。

3. ログインするには、認証情報を入力します。administrator@vsphere.localはユーザー名で、

hpcs200HC!はパスワードです。

4. Home を選択し、Administrator セクションで Licensing を選択します。

5. Management タブを選択し、Manage vSphere Licenses...タブを選択します。

6. New License ボックスに、vSphere のライセンス番号を入力し、Add License Keys を選択します。
Next をクリックします。

7. vCenter Server タブを選択し、HPCS200HC-SV-MG を選択します。手順 6 で入力したライセンスを
選択して、Next をクリックします。

注記:

VMware vCenter ライセンスを追加する手順を完了したら、OneView InstantOn を開始する前に
vCenter Client および vCenter Web Client の両方からログアウトします。

ライセンスが正常に適用されると、HPCS200HC-SV-MG に割り当て済みとして表示されます。

OneView InstantOn
OneView InstantOn（システムノードにインストール済み）は、システムの構成に使用するツールです。
システムが構成された後は、VMware vCenter に移動して、仮想マシンを展開します。

OneView InstantOn ガイドライン

• 展開中に Windows Update を実行したり、プロキシを構成したりしないでください。展開の前後に、
これらのタスクを実行できます。

• HPE LeftHand OS のアップグレードの実行中は、OneView InstantOn を実行しないでください。

• OneView InstantOn を使用すると、初期の展開と、既存の展開の拡張を実行できます。展開が成功し
た後は、ツールを起動して、システムを拡張したり、設定を参照したりできますが、クイックリセッ
トが実行されないかぎり、ツールは設定の変更やシステムの再展開に使用できません。詳しくは、「ク
イックリセット」を参照してください。

• システムで管理 VM にログインすると、OneView InstantOn が自動的に起動します。

• テキストボックスにカーソルを重ねると、ツールのヒントとエラー情報が表示されます。情報が表示
されるまで数秒かかる場合があります。

• このドキュメントの図に示されている InstantOn バージョンは、システムにインストールされているも
のとは異なる場合があります。画面の内容は同じです。

• OneView InstantOn で移動するには、Next をクリックするか、左側のナビゲーションペイン内の場所
をクリックします。画面に入力される情報は自動的に保存され、その画面に戻って情報を変更または
追加することができます。

新しいシステムの展開

手順

1. システムにアクセスするノートパソコン/ワークステーションの構成の手順を完了します。

2. 管理 VM のリモートデスクトップセッションから、OneView InstantOn を開きます。Windows のス
タート画面で、デスクトップを選択します。OneView InstantOn が表示されない場合は、デスクトッ
プ上の HPE OneView InstantOn ショートカットをクリックします。
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注記:

OneView InstantOn のシミュレーションアイコンが表示されていても、このアイコンを選択し
ないでください。OneView InstantOn アイコンのみを選択します。

図 15 : Windows のスタートメニュー

3. 新バージョンを使用していることを確認します。バージョンは画面右上隅に表示されます。この
バージョンを http://www.hpe.com/info/HCupdates で利用可能な 新バージョンと比較します。
新バージョンの OneView InstantOn では、システム用の 1 つのパッケージにすべてのアップデート
が含まれます。アップデートバージョンをインストールするには、ユーザーガイドの「システムのア
ップグレード」を参照してください。

4. Introduction 画面で、エンドユーザーライセンス契約に同意し、Next をクリックしています。
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図 16 : はじめに

5. vCenter 画面で、使用する VMware vCenter Server のインスタンスを選択します。システムに付属し
ている vCenter ソフトウェアを使用する場合は、Local を選択します。別のサーバーですでに実行さ
れている vCenter ソフトウェアを使用する場合は、Remote を選択します。

6. Local を選択する場合は、以下の操作を行います。

a. License セクションで、Set Key フィールドに VMware vCenter のライセンスを入力します。ラ
イセンスが正常に適用されるまで、License セクションのヘルスは赤色のままです。ステータス
が緑色に変わるのを待ってから、次の画面に進みます。

b. Destination フィールドで、システムホストおよび StoreVirtual VSA ストレージで使用する、
VMware vCenter Server 上のデータセンターおよびクラスターを選択します。

New をクリックして、新しいクラスターを作成することもできます。Create New vCenter
Datacenter/Cluster ウィンドウが開きます。データセンターを選択し、新しいクラスターの名前
を入力して、Create をクリックします。次に、vCenter 画面で、このクラスター名を選択しま
す。

c. Next をクリックして、Health 画面に移動します。

重要:

• 新しいシステムのインストールまたは拡張が完了した後で、データセンターまたはクラ
スターの名前を変更することはできません。名前を変更して、システムの拡張を試みる
と、拡張は次のエラーメッセージで失敗します。

Unknown Cluster Deployment Status
• データセンターやクラスターの名前を作成するときに、VMware の命名規則に従ってい

ることを確認します。名前に特殊文字が使用されていると、OneView InstantOn はハン
グします。
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図 17 : vCenter 画面での Local の選択

図 18 : Create New vCenter Datacenter/Cluster ウィンドウ

7. Remote を選択する場合、次の操作を行います。

a. Access で、リモートサーバーの IP アドレス、VMware vCenter の認証情報（ユーザー名とパス
ワード）、およびシングルサインオン（SSO）のデフォルトポートを入力します。OneView
InstantOn が、リモートサーバーにアクセスできることと、VMware vCenter Server のリモートイ
ンスタンスが正しい 小バージョンでインストールされていることを検証します。検証が正常に
完了すると、Access の横にあるヘルスアイコンが緑色に変わります。

b. Management VM ESX Connectivity セクションで、システム上の管理 VM の IPv4 IP アドレス
（サブネットマスクとゲートウェイ）を入力します。これはネットワークの展開に示されている
ESX ネットワーク開始 IP アドレスであり、管理 VM とリモートサーバーとの間の通信を確立する
ために使用されます。

注記:

一部のスイッチドネットワークでは、事前に Management VM ESX Connectivity セクショ
ンへの入力を完了していないと、Access セクションの vCenter 検証が成功とマークされな
い場合があります。

c. VMware vCenter のリモートインスタンスのライセンスが適用されていない場合は、Access およ
び Management VM ESX Connectivity セクションでステータスが緑色になったらライセンスを
適用できます。すでにライセンスが適用されている場合は、このフィールドを省略できます。ま
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だライセンスが適用されていない場合は、VMware vCenter のライセンスを Set Key フィールド
に入力します。ライセンスが正常に適用されるまで、License セクションのヘルスは赤色のまま
です。ステータスが緑色に変わるのを待ってから、次の画面に進みます。

d. システムホストおよび StoreVirtual VSA ストレージで使用する、リモートサーバー上の VMware
vCenter Server インスタンスで、データセンターおよびクラスターを選択します。New をクリッ
クして、新しいクラスターを作成することもできます。Create New vCenter Datacenter/Cluster
ウィンドウが開きます。

データセンターを選択し、新しいクラスターの名前を入力して、Create をクリックします。

次に、vCenter 画面で、このクラスター名を選択します。

重要:

• 新しいシステムのインストールまたは拡張が完了した後で、データセンターまたはクラ
スターの名前を変更することはできません。名前を変更して、システムの拡張を試みる
と、拡張は次のエラーメッセージで失敗します。

Unknown Cluster Deployment Status
• データセンターやクラスターの名前を作成するときに、VMware の命名規則に従ってい

ることを確認します。名前で特殊文字が使用されていると、OneView InstantOn がハン
グします。

e. Next をクリックして、Health 画面に移動します。
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図 19 : vCenter 画面での Remote の選択

8. Health 画面で、次の操作を行います。

a. 使用可能なすべてのシステムノードと vCenter のヘルスが緑色であることを確認します。ヘルス
アイコンが赤色の場合は、問題を解決してから続行します。可能性のある問題点は次のとおりで
す。

• ケーブル接続が正しくない

• ライセンスが適用されていない

• インストールされているコンポーネントのソフトウェアバージョンの互換性がない

• ノード上でキャッシングが無効である

• ノードが正しく装着されていない

b. インストールするシステムを選択します。2 つ、3 つ、または 4 つのノードを持つシステムを選択
できます。デフォルトでは、展開を実行するために管理 VM にアクセスするシステムが選択され
ています。

c. Next をクリックします。
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図 20 : Health
9. IP Assignments 画面で適切な情報を入力し、Next をクリックします。単一システムのインストール

の場合も複数システムのインストールの場合も、入力する必要があるのは開始 IP アドレスだけです。
残りの、連続した IP アドレスは、OneView InstantOn が自動的に割り当てます。

注記:

vCenter 画面で Remote を選択した場合、Starting IP address フィールドには、vCenter 画面
で入力した IP アドレスがあらかじめ埋め込まれます。
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図 21 : IP Assignments
10. Credentials 画面で、優先される StoreVirtual 認証情報を入力し、Next をクリックします。これらの

認証情報を使用して、StoreVirtual ライセンスを適用するときに StoreVirtual Centralized
Management Console にアクセスします。

11. 認証情報の要件：

a. ユーザー名：

• 3～30 の文字が含まれている必要がある

• 英字（a～z、A～Z）で始める必要がある

• ASCII 文字、数字、アスタリスク（*）、アンダースコア（_）、またはハイフン（-）を含めるこ
とができる

• 等号（=）を含めることはできない

b. パスワード：

• 5～40 の文字が含まれている必要がある

• ほとんどの ASCII 文字、UTF-8 文字、およびマルチバイト文字セットを含むことができる

• スペース、ピリオド（.）、コロン（:）、セミコロン（;）、フォワードスラッシュまたはバックス
ラッシュ（\ /）、カンマ（,）、単一引用符（'）、あるいは等号（=）を含めることはできない

注記:

StoreVirtual Centralized Management Console を使用してこれらの認証情報を変更することが
できます。
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12. Settings 画面で、StoreVirtual 管理グループおよびクラスターの優先名、ドメイン名サーバーのアド
レス、およびネットワークタイムプロトコルサーバーのアドレスを入力します。次に、メール設定情
報を入力します。

13. 2 ノードシステムを展開する場合、Settings 画面に Quorum Settings フィールドが表示されます。
NFS ファイル共有名を入力します。詳しくは、「管理グループのクォーラムに関する留意事項」を参
照してください。Next をクリックして続行します。

図 22 : 設定

14. Review Configuration 画面で、以下の手順に従います。

a. 入力した情報が正しいことを確認します。

変更するには、左側のナビゲーションペインにあるリンクを使用して、該当する画面を選択しま
す。

b. 続行する準備ができたら、Deploy をクリックします。

重要:

展開プロセス中は OneView InstantOn を閉じないでください。展開が完了しないかハングした
場合は、「トラブルシューティング」を参照してください。

複数のシステムを展開する場合は、展開の完了までの時間が長くなります。
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図 23 : Review Configuration
15. 展開が完了すると、Next Steps 画面が表示されます。

重要:

展開が失敗した場合、クイックリセットを実行できます（構成要件を満たしている場合）。詳し
くは、「クイックリセット」を参照してください。
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図 24 : 次のステップ

16. Next Steps 画面で、ライセンスの適用プロセスを開始します（ライセンスのインストール（51 ペ
ージ）を参照）。終了したら、Finish をクリックして OneView InstantOn を閉じます。

注記:

• ヘルプドキュメントにアクセスし、完全にライセンスが適用された StoreVirtual VSA でイン
ストールを完了するには、インターネットへのアクセスが必要です。

• 展開後に、ライセンス用リンクにアクセスするには、OneView InstantOn を再起動します。
Next Steps 画面が自動的に開きます。

展開が成功した場合でも、注意が必要な項目がいくつか残る場合があります。問題が発生すると、「警
告」セクションが Next Steps 画面に情報と共に表示されます。たとえば、Quorum Witness で問題
がある場合、次のメッセージが表示されます。

Warning:
Manual setting of Quorum file share is required.

ライセンスのインストール

VMware vCenter Server ライセンスのインストール

注記:

OneView InstantOn を使用する前に vCenter ライセンスをインストールした場合は、ライセンスを
再インストールする必要はありません。

OneView InstantOn バージョン 1.2.0 以降では、展開前に、ローカルまたはリモートの vCenter ライセン
スを選択する必要があります。
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ローカル vCenter オプションを選択した場合は、以下の手順に従ってください。

手順

1. Step 1 の下で、Launch the vCenter Web Client をクリックして、VMware vCenter のローカルイン
スタンスを開きます。デフォルトの認証情報：administrator@vsphere.localはユーザー名で、

hpcs200HC!はパスワードです。

注記:

vCenter Web クライアントにログインするときに証明書エラーが表示されます。トラブルシュ
ーティング。

2. vCenter でライセンスキーを入力します。

リモート vCenter オプションを選択した場合は、以下の手順に従ってください。

• Step 1 で、Launch the vCenter Web Client をクリックして VMware vCenter のリモートインスタン
スを開きます（これは、vCenter 画面で入力したシステム情報です）。

• このリモート vCenter インスタンスの VMware vCenter 認証情報を使用してログインします。

• 展開されている各 ESXi ホストに、VMware vSphere ホストライセンスを適用します。

VMware vSphere ライセンスのインストール

手順

1. Windows デスクトップのスタートメニューから VMware vSphere Client を選択します。

2. デフォルトの認証情報を使用してログインします。administrator@vsphere.localはユーザー

名で、hpcs200HC!はパスワードです。

3. Administrator セクションで、Home > Licensing を選択します。

4. Management タブを選択し、Manage vSphere Licenses タブを選択します。

5. New License ボックスで vSphere のライセンスキーを入力してから、Add License Keys を選択しま
す。

6. Next をクリックします。

7. ESX タブを選択します。このタブで、Assets カラムにある各 vSphere ホストを選択します。次に、
Product カラムで、手順 5 で入力した vSphere のライセンスキーを選択します。

8. ライセンスを vSphere ホストに適用すると、ホストの Action フィールドが緑色のチェックボックスに
変わります。すべての vSphere ホストに緑色のチェックボックスが表示されるまで、各 vSphere ホス
トに対してライセンスを適用します。

9. すべてのホストにライセンスが割り当てられたら、Next をクリックします。

StoreVirtual VSA ライセンスのインストール

手順

1. Next Steps 画面の Step 2 の下に記載の StoreVirtual VSA 機能キーを書き留めます。

2. Launch the HP Licensing Portal（https://myenterpriselicense.hpe.com）をクリックします。

3. ご使用の HP Passport 認証情報を使用して、ライセンスポータルにログインします。

4. ライセンスキーを取得するには、次のいずれかの手順を実行します。

a. Next Steps 画面に記載されている機能キーを手動で入力します。

b. Next Steps 画面から機能キーをコピーします。

• Step 2 と Step 3 の間を右クリックして、コピーオプションを選択します。

• 情報をテキストエディターに貼り付けます。

• テキストエディターからコピーして、ライセンスポータルに貼り付けます。
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注記:

StoreVirtual VSA には 60 日間の一時ライセンスが含まれています。60 日間の期間が切れる前に
恒久ライセンスを取得してインストールしないと、iSCSI ボリュームへアクセスできなくなりま
す。

5. Next Steps 画面の Step 3 で、StoreVirtual Centralized Management Console を開くためのリンクをク
リックします。

6. 手順 4 でライセンスポータルから入手したライセンスキーを入力します。

StoreVirtual のライセンスの適用について詳しくは、StoreVirtual Storage ユーザーガイドの「高度な機能
の登録」を参照してください。

展開後のタスクの完了

デフォルトパスワードの変更

Microsoft Windows、VMware vCenter、VMware vSphere、ESXi、および iLO のデフォルトのパスワード
を変更することをおすすめします。

Microsoft Windows パスワードを変更するには、管理 VM 上の Windows にアクセスします。
administrator@vsphere.localユーザー用の VMware vCenter のパスワードを変更するには、管理

VM から SSO vdcadmintool を使用します。vSphere ESXi のパスワードを変更するには、デフォルトのル
ートパスワード（hpcs200HC!）で ESXi シェルを使用します。

ストレージの管理

VM、ボリューム、およびデータストアを作成するための推奨される管理インターフェイスが OneView for
VMware vCenter であるため、システムのストレージ管理は、従来の VSA ストレージ管理とは異なりま
す。構成済みの IP アドレスを介して管理 VM にログインし、vSphere Web Client を使用して、OneView
for VMware vCenter のプラグインにアクセスしてストレージをプロビジョニングおよび管理します。詳
しくは、OneView for VMware vCenter ユーザーガイド（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を
参照してください。

Quorum Witness（2 ノード構成）の確認

2 ノードシステムを展開した場合は、CMC を開き、Quroum Witness がインストールされていることを確
認します。それ以外の場合は、CMC を使用して、Quorum Witness を含む管理グループを構成します（図
25 : Quorum Witness の情報（54 ページ）を参照）。
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図 25 : Quorum Witness の情報

展開後の VLAN ID の構成

始める前に

次の前提条件は、システムが正常に展開され、VLAN タギングなしで構成されていることを前提にしてい
ます。以下の手順を実行する前に、システムが動作していること、アクセスが可能であること、正常な状
態にあることを確認します。

OneView InstantOn を介して VLAN タグを構成していない場合は、この手順を使用して VLAN タギングを
手動で構成できます。

VLAN タギングはオプションです。VLAN タギングを適用する場合、少なくとも HostStorage2、
HostStorage3、VSAeth0 vmkernel、および vMotionポートグループにタグを付け、ESXmgmtおよ

び mgmtVMNetworkポートグループをタグなしのままにする必要があります。別の方法として、次の手

順で説明しているように、すべてのポートグループにタグを付けることもできます。

注記:

VLAN タギングを使用する場合は、システム内のすべてのノードにそれぞれタギングを適用する必
要があります。

手順

1. ノード 1 で 1 GbE 接続を使用して管理 VM にアクセスします。「システムにアクセスするノートパソ
コン/ワークステーションの構成」を参照してください。

2. vSphere Web Client または VI Client を使用して、管理 VM 上で実行されている vCenter Server にログ
インします。

3. ノード 1 で管理 VM が実行されていることを確認します。ノード 2 で動作している場合、ノード 2 か
らノード 1 に vMotion を実行します。

4. ノード 1 で SAN データストアから内部（ローカル）データストアへの管理 VM の Storage vMotion（移
行）を実行します。
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注記:

管理 VM の移行が完了するまで、次のセクションに進まないでください。管理 VM の移行中に
VLAN の変更を適用すると、移行が失敗し、システムにアクセスできなります。

VLAN ID とネットワークタイプ

フラットネットワークで VLAN ID を使用する場合：

• vMotion と iSCSI の VLAN ID は同じでなければなりません。

• vMotion および iSCSI ネットワークを同じサブネットにすることはできますが、重複する IP アドレス
を使用してはいけません。

例：

ホスト 1 の IP 構成：

vMotion：IP アドレス 10.0.0.1、サブネット 255.255.255.0、VLAN 66
iSCSI: IP アドレス 10.0.0.11、サブネット 255.255.255.0、VLAN 66

ホスト 2 の IP 構成：

vMotion：IP アドレス 10.0.0.2、サブネット 255.255.255.0、VLAN 66
iSCSI: IP アドレス 10.0.0.12、サブネット 255.255.255.0、VLAN 66

このシナリオでは、ホスト 1 がホスト 2 と通信するとき、vMotion ネットワークまたは iSCSI ネット
ワークのいずれかを選択して使用できます。

分割ネットワークで VLAN ID を使用する場合：

• vMotion と iSCSI の VLAN ID は異なっていなければなりません。

• 各 VLAN ID（vMotion、iSCSI、管理）で使用する IP アドレスとサブネットの重複は許可されません。

例：

ホスト 1 の IP 構成：

vMotion：IP アドレス 192.168.0.1、サブネット 255.255.0.0、VLAN 58
iSCSI: IP アドレス 10.100.9.1、サブネット 255.255.192.0、VLAN 51

ホスト 2 の IP 構成：

vMotion：IP アドレス 192.168.0.2、サブネット 255.255.0.0、VLAN 58
iSCSI: IP アドレス 10.100.9.2、サブネット 255.255.192.0、VLAN 51

このシナリオでは、ホスト 1 がホスト 2 と通信するとき、vMotion ネットワークまたは iSCSI ネット
ワークだけしか使用できません。つまり、両方を使用することはできません。

VLAN ID の設定

前提条件をすべて満たしてから、続行する必要があります。

• ノートパソコン/ワークステーションで、スタートメニューから VMware vSphere Client を起動します。

注記:

vSphere Web Client は使用しないでください。

• IP アドレスと認証情報を入力して、ノード 4（4 ノードシステムの場合）、ノード 3（3 ノードシステ
ムの場合）、またはノード 2（2 ノードシステムの場合）にログインします。

◦ ユーザー名：root
◦ パスワード：hpcs200HC!

• Configuration タブにアクセスし、Networking を選択します。

• vSwitch1 を見つけて Properties をクリックします。
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重要:

手順 5 で詳細に記載する正確な順番に従って各ポートグループで VLAN ID を構成する必要があ
ります。続行する前に、手順を確認します。

手順 5 で構成される VLAN は、物理ネットワークスイッチ上で有効にされる VLAN ID と一致す
る必要があります。

• vSwitch1 Properties ウィンドウで、各ポートグループの VLAN ID を構成します。

• ポートグループの VLAN ID は、次の順序で設定する必要があります。

◦ vMotion
◦ HostStorage2および HostStorage3
◦ VSAeth0
◦ mgmtVMNetwork vmkernel（オプション）

◦ ESXmgmt（オプション）

注記:

ノード 1 の VLAN ID を設定する場合は、mgmtVMNetworkに VLAN ID を割り当てる手順（5d）
を省略します。mgmtVMNetworkの VLAN ID は、手順 9 で設定されます。

• 構成のルールは以下のとおりです。

ポートグループ mgmtVMNetworkおよび ESXmgmtmgmtVMNetworkは、同じ VLAN ID を使用する必

要があります。

◦ ポートグループ VSAeth0、HostStorage2、および HostStorage3は、同じ VLAN ID を使用す

る必要があります。

◦ ポートグループ vMotionは、自身の VLAN ID を使用する必要があります。

注記:

ESXmgmtポートグループ上の VLAN ID が構成されると、ノードへのアクセスが失われます。

これは正常な動作です。次の手順に、安全に移ることができます。

• 残りのノードについて、手順 2~5 を繰り返します。4 ノードシステムについては、ノード 3、ノード
2、およびノード 1 の手順を（この順序で）完了します。3 ノードシステムについては、ノード 2 およ
びノード 1 の手順を（この順序で）完了します。2 ノードシステムについては、ノード 1 の手順を完
了します。

• ネットワーク管理者に、物理スイッチポートで VLAN タグを適用/有効化するよう依頼します。この手
順が完了したら、手順 8 に進みます。

• ノートパソコン/ワークステーションを使用して、ノード 1 を介して管理 VM に接続し、スタートメニ
ューから VMware vSphere Client を起動し、ログインします。

• ノード 1 の mgmtVMNetworkの VLAN ID を設定します。設定しないと、管理 VM にアクセスできませ

ん。

• 以下をすべて確認します。

◦ 予想される IP アドレス経由ですべてのコンポーネントに ping できることを確認します。

◦ 次の ESX コンポーネントが正常であることと、どのデータストアへの接続も切断されていないこ
とを確認します。

– ESXi ノード

– ESX クラスター

– データストア

– VM
◦ VLAN ID の設定の結果として発生したすべてのアラームをクリアします。
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• VMware vSphere Client からログアウトします。ノートパソコン/ワークステーションを接続解除しま
す。

• VLAN タグを有効にしたら、ストレージ vMotion（移行）を実行して、管理 VM をノード 1 上の内部
（ローカル）データストアからその SAN データストアに戻します。

4 ノードシステムの構成例

次の順序でポートグループの VLAN ID を構成します。

ノード 2、ノード 3、およびノード 4 から開始

• vMotion vmkernel PortGroup
• HostStorage3 vmkernel PortGroup
• HostStorage2 vmkernel PortGroup
• VSAeth0 Virtual Machine PortGroup
• mgmtVMNetwork Virtual Machine PortGroup（オプション）

• ESXmgmt vmkernel PortGroup（オプション）

ノード 1

• vMotion vmkernel PortGroup
• HostStorage3 vmkernel PortGroup
• HostStorage2 vmkernel PortGroup
• VSAeth0 Virtual Machine PortGroup
• ESXmgmt vmkernel PortGroup（オプション）

• mgmtVMNetwork Virtual Machine PortGroup（オプション）

管理 VM の移行

VMware vSphere Essentials ライセンスを Hyper Converged システムに適用した場合、管理 VM は、
OneView InstantOn の展開中にローカルデータストアから SAN ボリュームに中に自動的には移行される
ことはありません。vSphere クライアントの Summary タブに、再配置タスクのステータスが License
not available to perform this operationであることが表示されます。管理 VM は手動で移行

する必要があります。また、ローカルまたはリモートのいずれかの VMware vCenter インスタンスから実
行できます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

a. ローカル vCenter インスタンスの場合：vSphere クライアントを開いて、ノード 1 の ESX にアク
セスします。

b. リモート vCenter インスタンスの場合：リモート VMware vCenter インスタンスで vSphere クラ
イアントを開いて、ノード 1 の ESX にアクセスします。

2. vSphere クライアントを開いて、ノード 1 の ESX にアクセスします。

3. 管理 VM をシャットダウンします。

4. Browse Datastore をクリックして、ローカルデータストアにアクセスします。

5. Management VM フォルダーを選択して、SAN ボリュームに移します。

6. 管理 VM を右クリックして、Remove from inventory を選択します。管理 VM は、ノード 1 ESX の
インベントリから削除されます。

7. Browse Datastore をクリックして、SAN ボリュームにアクセスします。

8. Management VM フォルダーの.vmxファイルを右クリックします。

9. Add to Inventory をクリックして、新しい管理 VM エントリーを SAN ボリュームからノード 1 ESX
に追加します。

10. 管理 VM の電源を入れます。

11. vSphere クライアントの Summary タブで、再配置タスクが正常に完了したことを確認します。
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拡張システムの展開

拡張システムを追加する場合は、一度に 1 つのシステムを追加することをおすすめします。1 つのシステ
ムを既存の構成に追加する場合も、2 つの新しいシステムをインストールする場合も、1 つのシステムの
インストールと構成が済んだ後に、2 番目のシステムのインストールと構成が実行され、 初のシステム
の構成に追加されます。システムにノードを追加することもできます（2 ノードまたは 3 ノードのシステ
ムを購入してインストールしている場合）。

拡張システムの構成
プロセスの概要：

手順

1. 拡張システムの展開

2. ライセンスのインストール

3. 展開後のタスクの完了

拡張要件
• 拡張システムの準備にあるインストール前タスクを完了すること。

• 1 つのソリューションでサポートされているノードの 大数が 16 であること。

• 1 つのシャーシでサポートされているノードの 大数が 4 であること。

• 2 つの 10 GbE ネットワークポートまたは 4 つの 1 GbE ネットワークポートが、既存のソリューショ
ンノードに接続されたポートとまったく同じように構成されていること。これらのポートは、既存の
ノードと同じネットワークスイッチに配置することを強くおすすめします。

• （オプション）iLO 用の 1 つの 1 GbE ネットワークポートが、既存ノード上の iLO に接続された既存ネ
ットワークポートとまったく同じように構成されていること。

• 10 GbE または 1 GbE ポート、および iLO（オプション）を接続するための適切なネットワークケーブ
ルであること。

• 各拡張ノードに必要な IP アドレス数は、以下のとおり。

◦ 既存のノードと同じサブネット上の ESX ネットワークに対する IP アドレスが 1 つ。

◦ 既存のノードと同じサブネット上の vSphere vMotion ネットワークに対する IP アドレスが 1 つ。

◦ 既存のノードと同じサブネット上のストレージネットワークに対する IP アドレスが 3 つ。

拡張ノード数ごとの IP アドレスの具体的な数については、「拡張ノードの IP アドレス要件」を参照し
てください。

• 1 つ以上のノードを同時に拡張する場合、拡張が成功するために連続した IP アドレスを割り当てる必
要があります。OneView InstantOn では、指定された開始 IP アドレスから順番に IP アドレスを割り当
てます。

• 管理グループの構成を変更（ノードの追加など）する際は、変更操作中に、StoreVirtual CMC ユーザ
ーインターフェイスが閉じていることを確認してください。CMC ユーザーインターフェイスを開い
たまま変更操作を行った場合、CMC が影響を受ける管理グループと正しく連動するように、CMC を
再起動するか、ノードを再検出する必要があります。

拡張シナリオ
• シャーシ内にノードが 2 つある場合は、 大 2 つまでノードを追加できます。

• シャーシ内にノードが 3 つある場合は、ノードを 1 つ追加できます。

• シャーシを追加する場合は、シャーシ内のすべてのノードを同時に追加します。

• 複数のシャーシを追加する場合、シャーシの合計数は 4 つを超えることはできません。
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拡張システムの展開

手順

1. ネットワークから、管理 VM にアクセスし、OneView InstantOn を開きます。Windows のスタート
画面で、デスクトップを選択します。OneView InstantOn が表示されない場合は、デスクトップ上の
HPE OneView InstantOn ショートカットをクリックします。

注記:

OneView InstantOn のシミュレーションアイコンが表示されていても、このアイコンを選択し
ないでください。OneView InstantOn アイコンのみを選択します。

図 26 : Windows のスタートメニュー

2. Introduction 画面で、エンドユーザーライセンス契約に同意し、Next をクリックしています。

3. vCenter 画面で、VMware vCenter のパスワードを入力します。その他のすべての情報は、初期のシ
ステムインストール中に入力された内容に基づいて自動的に入力されます。Next をクリックして、
Health 画面に移動します。

4. Health 画面で、次の操作を行います。

a. 追加したいノードまたはシステムを選択してから、Next をクリックします。ヘルスアイコンが赤
色の場合は、問題を解決してから続行します。可能性のある問題点は次のとおりです。

• ケーブル接続が正しくない

• ライセンスが適用されていない

• インストールされているコンポーネントのソフトウェアバージョンの互換性がない
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• ノード上でキャッシングが無効である

• ノードが正しく装着されていない

b. 2 つ、3 つ、または 4 つのノードを持つシステムを選択します。デフォルトでは、拡張を実行する
ための管理 VM へのアクセス元として使用するシステムが選択されます。

c. Next をクリックして、IP Assignments 画面に進みます。

図 27 : Health
5. IP Assignments 画面で、適切な情報を入力します。Next をクリックします。単一システムの追加

（拡張）の場合も複数システムの追加（拡張）の場合も、入力する必要があるのは開始 IP アドレスだ
けです。残りの、連続した IP アドレスは、OneView InstantOn が自動的に割り当てます。

注記:

• 管理ネットワーク用の VLAN ID を手動で構成した場合は、システム拡張を完了する間、削
除する必要があります。拡張が完了したら、展開後の VLAN ID の構成の説明に従って、も
う一度 VLAN ID を追加できます。

展開前の VLAN ID の構成の説明に従って、VLAN ID を事前に構成することもできます。

• 拡張システムまたは拡張ノードの IP アドレスは、既存のシステムと同じサブネット上でな
ければなりません。

• サブネットとゲートウェイのフィールドには、OneView InstantOn がシステムの初期構成の
データを使用して自動的に値を入力します。
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図 28 : IP Assignments
6. Credentials 画面で、StoreVirtual および vCenter の認証情報を入力し、Next をクリックします。

7. Review Configuration 画面で、以下の手順に従います。

a. 入力した情報が正しいことを確認します。

変更するには、左側のナビゲーションペインにあるリンクを使用して、該当する画面を選択しま
す。

b. 続行する準備ができたら、Deploy をクリックします。

重要:

展開プロセス中は OneView InstantOn を閉じないでください。展開が完了しないかハングした
場合は、「トラブルシューティング」を参照してください。

複数のシステムを展開する場合は、展開の完了までの時間が長くなります。
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図 29 : Review Configuration
8. 展開が完了すると、Next Steps 画面が表示されます。

重要:

展開が失敗した場合、クイックリセットを実行できます（構成要件を満たしている場合）。詳し
くは、「クイックリセット」を参照してください。
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図 30 : 次のステップ

9. Next Steps 画面で、ライセンスの適用プロセスを開始します（ライセンスのインストール（64 ペ
ージ）を参照）。終了したら、Finish をクリックして OneView InstantOn を閉じます。

注記:

• ヘルプドキュメントにアクセスし、完全にライセンスが適用された StoreVirtual VSA でイン
ストールを完了するには、インターネットへのアクセスが必要です。

• 展開後に、ライセンス用リンクにアクセスするには、OneView InstantOn を再起動します。
Next Steps 画面が自動的に開きます。

10. 展開が成功した場合でも、注意が必要な項目がいくつか残る場合があります。問題が発生すると、「警
告」セクションが Next Steps 画面に情報と共に表示されます。たとえば、Quorum Witness で問題
がある場合、次のメッセージが表示されます。

Warning:
Manual setting of Quorum file share is required.

11. 展開ノードまたはシステムのストレージを使用する前に、HP Storage data のキャッシュを更新しま
す。更新によって、OneView for VMware vCenter のストレージに関する情報が使用前の情報である
ことが確実になります。

a. vSphere Web Client を開きます。

b. システムの展開中に作成したクラスターを選択します。

c. Manage > HP Management を選択します。

d. Actions メニューの横にある、Refresh アイコンをダブルクリックします。すぐにデータを更新
するようにプロンプトが表示されたら、Yes をクリックします。
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図 31 : HP Storage Data の更新ステータス

e. 更新を確認するには、Refresh アイコンにマウスのカーソルを重ねて、HP Storage data が 後
に更新された時間を表示します。データを更新するようにプロンプトが表示されたら、No をクリ
ックします。

ライセンスのインストール

VMware vSphere ライセンスのインストール

手順

1. Windows デスクトップのスタートメニューから VMware vSphere Client を選択します。

2. デフォルトの認証情報を使用してログインします。administrator@vsphere.localはユーザー

名で、hpcs200HC!はパスワードです。

3. Administrator セクションで、Home > Licensing を選択します。

4. Management タブを選択し、Manage vSphere Licenses タブを選択します。

5. New License ボックスで vSphere のライセンスキーを入力してから、Add License Keys を選択しま
す。

6. Next をクリックします。

7. ESX タブを選択します。このタブで、Assets カラムにある各 vSphere ホストを選択します。次に、
Product カラムで、手順 5 で入力した vSphere のライセンスキーを選択します。

8. ライセンスを vSphere ホストに適用すると、ホストの Action フィールドが緑色のチェックボックスに
変わります。すべての vSphere ホストに緑色のチェックボックスが表示されるまで、各 vSphere ホス
トに対してライセンスを適用します。

9. すべてのホストにライセンスが割り当てられたら、Next をクリックします。

StoreVirtual VSA ライセンスのインストール

手順

1. OneView InstantOn の Next Steps 画面の Step 2 の下に記載の StoreVirtual VSA 機能キーを書き留め
ます。

2. Launch the HP Licensing Portal（https://myenterpriselicense.hpe.com）をクリックします。

3. ご使用の HP Passport 認証情報を使用して、ライセンスポータルにログインします。

4. ライセンスキーを取得するには、次のいずれかの手順を実行します。

a. Next Steps 画面に記載されている機能キーを手動で入力します。

b. Next Steps 画面から機能キーをコピーします。

• Step 2 と Step 3 の間を右クリックして、コピーオプションを選択します。

• 情報をテキストエディターに貼り付けます。

• テキストエディターからコピーして、ライセンスポータルに貼り付けます。
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注記:

StoreVirtual VSA には 60 日間の一時ライセンスが含まれています。60 日間の期間が切れる前に
恒久ライセンスを取得してインストールしないと、iSCSI ボリュームへアクセスできなくなりま
す。

5. Next Steps 画面の Step 3 で、StoreVirtual Centralized Management Console を開くためのリンクをク
リックします。

6. 手順 4 でライセンスポータルから入手したライセンスキーを入力します。

StoreVirtual のライセンスの適用について詳しくは、StoreVirtual Storage ユーザーガイドの「高度な機能
の登録」を参照してください。

展開後のタスクの完了

デフォルトパスワードの変更

Microsoft Windows、VMware vCenter、VMware vSphere、ESXi、および iLO のデフォルトのパスワード
を変更することをおすすめします。

Microsoft Windows パスワードを変更するには、管理 VM 上の Windows にアクセスします。
administrator@vsphere.localユーザー用の VMware vCenter のパスワードを変更するには、管理

VM から SSO vdcadmintool を使用します。vSphere ESXi のパスワードを変更するには、デフォルトのル
ートパスワード（hpcs200HC!）で ESXi シェルを使用します。

ストレージの管理

VM、ボリューム、およびデータストアを作成するための推奨される管理インターフェイスが OneView for
VMware vCenter であるため、システムのストレージ管理は、従来の VSA ストレージ管理とは異なりま
す。構成済みの IP アドレスを介して管理 VM にログインし、vSphere Web Client を使用して、OneView
for VMware vCenter のプラグインにアクセスしてストレージをプロビジョニングおよび管理します。詳
しくは、OneView for VMware vCenter ユーザーガイド（http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs）を
参照してください。

EVC 設定の構成

ご使用の環境を HC 250 システムで拡張する前に、OneView InstantOn v1.0 を使用して展開した 240–HC
または 242–HC システムが環境に含まれている場合は、VMware EVC 設定を構成する必要があります。

注記:

• OneView InstantOn v1.1.0 を使用して構成しているときに、HC 250 システムの VMware EVC 設
定が無効化モードに設定されます。すべての HC 250 システムを環境に追加した後、EVC 設定を
いずれかの Intel®プロセッサーに構成できます。構成に HC 250 システムしか含まれていない場
合、VMware EVC 設定は不要であり、おすすめしません。

• EVC 設定を Intel® “Ivy Bridge” Generation に構成すると、同じクラスター内で HC 250 システ
ムと 240–HC/242–HC システムの両方を使用できます。また、VMware vCenter v5.5 でサポート
されるのは、Intel® “Ivy Bridge” Generation（EVC レベル 5）までです。VMware vCenter v6.0 で
は、Intel® “Haswell” Generation（EVC レベル 6）のサポートが追加されます。

次のように操作します。
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手順

1. CMC にログインし（OneView InstantOn の次の手順ウィンドウに CMC へのリンクがあります）、
VSAManagementVM1 ボリュームのステータスに Normal と表示されるまで待ちます。

2. CMC を使用して、240–HC/242–HC システムの 3 つの VSA（システムノード）で Quorum Manager
を起動します。Quorum Manager を実行しているノードを追跡し、EVC を有効にした後に同じノード
にマネージャーを再構成できるようにしておきます。

3. vSphere クライアントにログインし、クラスターに追加する予定の各 HC 250 システム上の VSA（シ
ステムノード）の電源を切ります。240–HC/242–HC システム上の VSA の電源は切らないでください。

4. vSphere クライアントで、Intel® ”Ivy Bridge” Generation を EVC ベースラインとして選択し、有効に
します。この設定について詳しくは、http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?
language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1003212）で入手可能な VMware ナレッジベースの
記事「Enhanced vMotion Compatibility (EVC) processor support」を参照してください。

5. vSphere クライアントで、手順 6 で電源を切った VSA に電源を投入します。

6. CMC で、手順 5 で起動した VSA 上の Quorum Manager を再起動します。

展開後の VLAN ID の構成

始める前に

次の前提条件は、システムが正常に展開され、VLAN タギングなしで構成されていることを前提にしてい
ます。以下の手順を実行する前に、システムが動作していること、アクセスが可能であること、正常な状
態にあることを確認します。

OneView InstantOn を介して VLAN タグを構成していない場合は、この手順を使用して VLAN タギングを
手動で構成できます。

VLAN タギングはオプションです。VLAN タギングを適用する場合、少なくとも HostStorage2、
HostStorage3、VSAeth0 vmkernel、および vMotionポートグループにタグを付け、ESXmgmtおよ

び mgmtVMNetworkポートグループをタグなしのままにする必要があります。別の方法として、次の手

順で説明しているように、すべてのポートグループにタグを付けることもできます。

注記:

VLAN タギングを使用する場合は、システム内のすべてのノードにそれぞれタギングを適用する必
要があります。

手順

1. ノード 1 で 1 GbE 接続を使用して管理 VM にアクセスします。「システムにアクセスするノートパソ
コン/ワークステーションの構成」を参照してください。

2. vSphere Web Client または VI Client を使用して、管理 VM 上で実行されている vCenter Server にログ
インします。

3. ノード 1 で管理 VM が実行されていることを確認します。ノード 2 で動作している場合、ノード 2 か
らノード 1 に vMotion を実行します。

4. ノード 1 で SAN データストアから内部（ローカル）データストアへの管理 VM の Storage vMotion（移
行）を実行します。

注記:

管理 VM の移行が完了するまで、次のセクションに進まないでください。管理 VM の移行中に
VLAN の変更を適用すると、移行が失敗し、システムにアクセスできなります。

VLAN ID とネットワークタイプ

フラットネットワークで VLAN ID を使用する場合：
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• vMotion と iSCSI の VLAN ID は同じでなければなりません。

• 各 VLAN ID（vMotion、iSCSI、管理）で使用する IP アドレスとサブネットは重複しても構いません。
つまり、要求がたどるべき特定の 1 つのパスはありません。

例：

ホスト 1 の IP 構成：

vMotion：IP アドレス 10.0.0.1、サブネット 255.255.255.0、VLAN 66
iSCSI: IP アドレス 10.0.0.11、サブネット 255.255.255.0、VLAN 66

ホスト 2 の IP 構成：

vMotion：IP アドレス 10.0.0.2、サブネット 255.255.255.0、VLAN 66
iSCSI: IP アドレス 10.0.0.12、サブネット 255.255.255.0、VLAN 66

このシナリオでは、ホスト 1 がホスト 2 と通信するとき、vMotion ネットワークまたは iSCSI ネット
ワークのいずれかを選択して使用できます。

分割ネットワークで VLAN ID を使用する場合：

• vMotion と iSCSI の VLAN ID は異なっていなければなりません。

• 各 VLAN ID（vMotion、iSCSI、管理）で使用する IP アドレスとサブネットの重複は許可されません。

例：

ホスト 1 の IP 構成：

vMotion：IP アドレス 192.168.0.1、サブネット 255.255.0.0、VLAN 58
iSCSI: IP アドレス 10.100.9.1、サブネット 255.255.192.0、VLAN 51

ホスト 2 の IP 構成：

vMotion：IP アドレス 192.168.0.2、サブネット 255.255.0.0、VLAN 58
iSCSI: IP アドレス 10.100.9.2、サブネット 255.255.192.0、VLAN 51

このシナリオでは、ホスト 1 がホスト 2 と通信するとき、vMotion ネットワークまたは iSCSI ネット
ワークだけしか使用できません。つまり、両方を使用することはできません。

VLAN ID の設定

前提条件をすべて満たしてから、続行する必要があります。

• ノートパソコン/ワークステーションで、スタートメニューから VMware vSphere Client を起動します。

注記:

vSphere Web Client は使用しないでください。

• IP アドレスと認証情報を入力して、ノード 4（4 ノードシステムの場合）、ノード 3（3 ノードシステ
ムの場合）、またはノード 2（2 ノードシステムの場合）にログインします。

◦ ユーザー名：root
◦ パスワード：hpcs200HC!

• Configuration タブにアクセスし、Networking を選択します。

• vSwitch1 を見つけて Properties をクリックします。

重要:

手順 5 で詳細に記載する正確な順番に従って各ポートグループで VLAN ID を構成する必要があ
ります。続行する前に、手順を確認します。

手順 5 で構成される VLAN は、物理ネットワークスイッチ上で有効にされる VLAN ID と一致す
る必要があります。

• vSwitch1 Properties ウィンドウで、各ポートグループの VLAN ID を構成します。
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• ポートグループの VLAN ID は、次の順序で設定する必要があります。

◦ vMotion
◦ HostStorage2および HostStorage3
◦ VSAeth0
◦ mgmtVMNetwork vmkernel（オプション）

◦ ESXmgmt（オプション）

注記: ノード 1 の VLAN ID を設定する場合は、mgmtVMNetworkに VLAN ID を割り当てる手順

（5d）を省略します。mgmtVMNetworkの VLAN ID は、手順 9 で設定されます。

• 構成のルールは以下のとおりです。

◦ ポートグループ mgmtVMNetworkと ESXmgmtは、同じ VLAN ID を使用する必要があります。

◦ ポートグループ VSAeth0、HostStorage2、および HostStorage3は、同じ VLAN ID を使用す

る必要があります。

◦ ポートグループ vMotionは、自身の VLAN ID を使用する必要があります。

注記: ESXmgmtポートグループ上の VLAN ID が構成されると、ノードへのアクセスが失われま

す。これは正常な動作です。次の手順に、安全に移ることができます。

• 残りのノードについて、手順 2~5 を繰り返します。4 ノードシステムについては、ノード 3、ノード
2、およびノード 1 の手順を（この順序で）完了します。3 ノードシステムについては、ノード 2 およ
びノード 1 の手順を（この順序で）完了します。2 ノードシステムについては、ノード 1 の手順を完
了します。

• ネットワーク管理者に、物理スイッチポートで VLAN タグを適用/有効化するよう依頼します。この手
順が完了したら、手順 8 に進みます。

• ノートパソコン/ワークステーションを使用して、ノード 1 を介して管理 VM に接続し、スタートメニ
ューから vSphere Web Client を起動し、ログインします。

• ノード 1 の mgmtVMNetworkの VLAN ID を設定します。設定しないと、管理 VM にアクセスできませ

ん。

• 以下をすべて確認します。

◦ 予想される IP アドレス経由ですべてのコンポーネントに ping できることを確認します。

◦ 次の ESX コンポーネントが正常であることと、どのデータストアへの接続も切断されていないこ
とを確認します。

– ESXi ノード

– ESX クラスター

– データストア

– VM
◦ VLAN ID の設定の結果として発生したすべてのアラームをクリアします。

• VMware vSphere Client からログアウトします。ノートパソコン/ワークステーションを接続解除しま
す。

• VLAN タグを有効にしたら、ストレージ vMotion（移行）を実行して、管理 VM をノード 1 上の内部
（ローカル）データストアからその SAN データストアに戻します。

4 ノードシステムの構成例

次の順序でポートグループの VLAN ID を構成します。

注記:

一般的に、拡張システムの VLAN ID は元のシステムの VLAN ID に一致します。

ノード 2、ノード 3、およびノード 4 から開始
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• vMotion vmkernel PortGroup
• HostStorage3 vmkernel PortGroup
• HostStorage2 vmkernel PortGroup
• VSAeth0 Virtual Machine PortGroup
• mgmtVMNetwork Virtual Machine PortGroup（オプション）

• ESXmgmt vmkernel PortGroup（オプション）

ノード 1

• vMotion vmkernel PortGroup
• HostStorage3 vmkernel PortGroup
• HostStorage2 vmkernel PortGroup
• VSAeth0 Virtual Machine PortGroup
• ESXmgmt vmkernel PortGroup（オプション）

• mgmtVMNetwork Virtual Machine PortGroup（オプション）
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トラブルシューティング

vCenter Web Client へのログイン中に証明書エラーが表示さ
れる

症状

OneView InstantOn ウィザードの Next Steps 画面で vCenter Web クライアントを起動する場合、ログイ
ンしようとすると証明書のエラーが表示されます。

原因

署名付き証明書がインストールされていません。

アクション

手順

1. ログイン後、vCenter Web クライアントホームタブに移動して、HP Management Administration を
選択します。

2. OneView for vCenter ウィンドウで、Install a signed certificate を選択します。

3. 表示される Certificate Management ウィンドウの手順に従います。自己署名証明書をインストール
するか、認証機関によって署名された証明書をインストールするかを選択できます。

システム構成中に展開プロセスがハングする

症状

OneView InstantOn を使用してシステムを構成する際に、展開プロセスがハングアップする、または完了
しません。

解決方法 1

原因

vCenter の有効なライセンスが適用されていない。これは、Health 画面での vCenter ライセンスのステー
タスが赤色であることで示されます。

アクション

手順

1. vCenter で有効な vCenter と vSphere ライセンスを適用します。

2. vCenter を終了して、再起動します。

3. OneView InstantOn が新しいライセンスを検出し、展開が可能になります。

解決方法 2

アクション

手順

1. ファイアウォールが正しく構成されていることを確認します。

2. VLAN タグが正しく構成されていることを確認します。
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3. 原因を調べるために影響を受ける IPv4 アドレスに ping を実行します。

4. スイッチが正しく構成されていることを確認します。

5. ノードへの接続が表示されない場合は、その特定のノードをトラブルシューティングします。

6. IP アドレスの競合がある場合、IP Assignment 画面で確認された IP アドレスが使用中ではないことを
確認します。

7. この問題を解決できない場合、または別の問題が検出された場合は、Hewlett Packard Enterprise サポ
ートにお問い合わせください。

展開プロセスが残り 57 秒で停止してから、1 時間後にタイムア
ウトになる

症状

リモート vCenter セットアップでシステムを展開する場合、展開プロセスが残り 57 秒で停止し、Adding
Host x.x.x.x to clusterのメッセージが繰り返し表示される。1 時間が経つと、メッセージ

Deployment Failedを表示して展開が失敗する。

原因

vCenter のリモートインスタンスで動作している VMware vCenter Server のバージョンが、HC 250 ノー
ド上で動作している VMware ESXi のバージョンと互換性がありません。

アクション

手順

1. Hewlett Packard Enterprise のサポート窓口にお問い合わせください。

ホスト 1 上にネットワーク接続切断のメッセージが表示され
る

症状

システムセットアッププロセスの完了後に、VMware vCenter では、ホスト 1 で Network
Connectivity Lostが表示される。

原因

システムセットアップに使用された 1 GbE 接続が切り離されました。

アクション

手順

1. このメッセージは無視してクリアしてもかまいません。

ESX クラスターに対するヘルスステータス警告が表示される

症状

システムセットアッププロセスの終了後に、VMware vCenter が ESX クラスターに対するヘルスステータ
ス警告を表示します。
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原因

システムセットアップに使用された 1 GbE 接続が切り離されました。

アクション

手順

1. このアラートは無視してクリアしてもかまいません。

システム構成の進捗インジケーターが停止する

症状

システム構成中に、OneView InstantOn の進捗インジケーター（カウントダウンタイマー）がさまざまな
時点で停止する。

アクション

手順

1. 展開をキャンセルしたり、停止しないでください。システム構成を続行して、すぐにカウントダウン
タイマーを再開します。

HPE サービス通信エラーメッセージが表示される

症状

拡張を完了した後、OneView for VMware vCenter または Storage Administrator Portal に Hewlett Packard
Enterprise サービス通信エラーメッセージが表示される。この問題を解決するには、いくつかのサービス
を再起動する必要があります。Windows サーバーマネージャーまたはコマンド行のいずれかを使用でき
ます。

解決方法 1

アクション

手順

1. Windows サーバーマネージャーの場合

1. サービスタブに移動します。

2. 次の各サービスで、名前を右クリックし再起動を選択します。リストの順序どおりにサービスを再起
動する必要があります。

a. VMware VirtualCenter Server
b. VMware VirtualCenter Management Web services
c. HP OneView for vCenter Database
d. Mosquitto Broker
e. HP Common Services
f. HP OneView for vCenter Host Configuration
g. HP OneView for vCenter Server Module
h. HP OneView for vCenter Storage Module
i. HP OneView for vCenter UI Manager
j. VMware vSphere Web Client
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解決方法 2

アクション

手順

1. コマンド行からの操作

1. sc stopコマンドを使用してサービスを停止します。サービスは任意の順序で停止することができ

ます。

a. sc stop vpxd
b. sc stop vctomcat
c. sc stop HPOV4VCDB
d. sc stop mosquitto
e. sc stop Hpcs
f. sc stop HPOV4VCHC
g. sc stop HPOV4VCSERVER
h. sc stop HPOV4VCSTORAGE
i. sc stop HPOV4VCUIM
j. sc stop vspherewebc

2. sc startコマンドを使用してサービスを再起動します。リストの順序どおりにサービスを再起動す

る必要があります。

a. sc start vpxd
b. sc start vctomcat
c. sc start HPOV4VCDB
d. sc start mosquitto
e. sc start Hpcs
f. sc start HPOV4VCHC
g. sc start HPOV4VCSERVER
h. sc start HPOV4VCSTORAGE
i. sc start HPOV4VCUIM
j. sc start vspherewebc

キャッシュの更新のエラーメッセージが表示される

症状

拡張を完了した後、OneView for VMware vCenter または Storage Administrator Portal にキャッシュの更
新のエラーメッセージが表示される。この問題を解決するには、いくつかのサービスを再起動する必要が
あります。Windows サーバーマネージャーまたはコマンド行のいずれかを使用できます。
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解決方法 1

アクション

手順

1. Windows サーバーマネージャーの場合

1. サービスタブに移動します。

2. 次の各サービスで、名前を右クリックし再起動を選択します。リストの順序どおりにサービスを再起
動する必要があります。

a. VMware VirtualCenter Server
b. VMware VirtualCenter Management Web services
c. HP OneView for vCenter Database
d. Mosquitto Broker
e. HP Common Services
f. HP OneView for vCenter Host Configuration
g. HP OneView for vCenter Server Module
h. HP OneView for vCenter Storage Module
i. HP OneView for vCenter UI Manager
j. VMware vSphere Web Client

解決方法 2

アクション

手順

1. コマンド行からの操作

1. sc stopコマンドを使用してサービスを停止します。サービスは任意の順序で停止することができ

ます。

a. sc stop vpxd
b. sc stop vctomcat
c. sc stop HPOV4VCDB
d. sc stop mosquitto
e. sc stop Hpcs
f. sc stop HPOV4VCHC
g. sc stop HPOV4VCSERVER
h. sc stop HPOV4VCSTORAGE
i. sc stop HPOV4VCUIM
j. sc stop vspherewebc

2. sc startコマンドを使用してサービスを再起動します。リストの順序どおりにサービスを再起動す

る必要があります。

a. sc start vpxd
b. sc start vctomcat
c. sc start HPOV4VCDB
d. sc start mosquitto
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e. sc start Hpcs
f. sc start HPOV4VCHC
g. sc start HPOV4VCSERVER
h. sc start HPOV4VCSTORAGE
i. sc start HPOV4VCUIM
j. sc start vspherewebc

vCenter でユーザー名とパスワードが無効であるとのメッセー
ジが表示される

症状

OneView InstantOn の vCenter ウィンドウで Local を選択すると、VMware vCenter のデフォルト認証情
報が、Username および Password フィールドに自動的に入力されます。Invalid Username and
Password（ユーザー名とパスワードが無効です）というエラーメッセージが表示されます。

アクション

手順

1. 数分後に、ユーザー名とパスワードの入力を再試行します。

2. 問題が解決しない場合、管理 VM を再起動します。

マネージャーがすべてのシステムでは動作していない

症状

マネージャーがすべてのシステムでは動作していない。

原因

システムは、管理者がオフラインの間に拡張されました。

アクション

手順

1. StoreVirtual CMC で、システム 1 からマネージャーを新しく追加されたシステムに手動で転送します。

管理 VM 上でアプリケーションのパフォーマンスが低下する

症状

管理 VM 上でアプリケーションのパフォーマンスが低下します。

原因

OneView InstantOn がシステムヘルスチェックを実行中です。
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アクション

手順

1. OneView InstantOn のヘルスチェックが完了するまでお待ちください。

オンラインヘルプまたはソフトウェアデポにアクセスできない

症状

オンラインヘルプまたはソフトウェアデポ（Upgrades の下）にアクセスしようとすると、以下のエラー
メッセージが表示される。The page cannot be displayed.

原因

管理 VM 上で Internet Explorer のプロキシサーバーが構成されていません。

アクション

手順

1. 管理 VM 上で Internet Explorer のプロキシサーバーを構成します。

更新された管理 VM の IP アドレスが表示されない

症状

管理 VM の IP アドレスの変更が、リモート vCenter 構成の vCenter 画面に反映されない。

原因

vCenter 画面に IP アドレスを入力した後で、IP Assignments 画面で管理 VM の IP アドレスが変更され
ました。

アクション

手順

1. Review Configuration 画面に移動して、更新された管理 VM IP アドレスを確認します。この問題は、
展開には影響しません。

ノードの設定
iLO4 構成、電源管理、またはブートモードに関連する設定を変更すると、展開時および実行時に製品が
予期しない動作をする場合があります。正しくないノード設定の症状には、劣化したハードウェアのアラ
ート、ブートプロセスのハング、システム管理の接続での問題などが含まれます。

次のノード設定が必要です。

カテゴリ 設定 値

iLO4 の構成 ネットワークインターフ
ェイスアダプター

点灯

電力管理 電源プロファイル カスタム

電力管理 パワーレギュレーターモ
ード

OS コントロールモード

表は続く
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カテゴリ 設定 値

ブートオプション ブートモード レガシ BIOS モード

10 GbE ブート機能 FlexLom（両方のインター
フェイスアダプター）

無効

B140i および SATA コ
ントローラー

内蔵 SATA コントローラ
ー

SATA AHCI サポートを有効

ノードブートオプションの更新

各ノードでブートオプションを確認したり、変更したりするには、UEFI システムユーティリティを使用
します。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある UEFI システムユーティリティユ
ーザーガイドを参照してください。

設定の変更後は、ご使用のシステムのノードごとにノードを再起動する必要があります。

手順

1. ノートパソコン/ワークステーションまたは iLO リモートコンソールセッションを使用してノードに
接続します。

ノートパソコン/ワークステーションを使用した接続について詳しくは、「システムにアクセスするノ
ートパソコン/ワークステーションの構成」を参照してください。

2. ノードの電源を入れるか、ノードを再起動します。

3. 起動時にシステムユーティリティに入るように求められたら、F9 を押します。

4. ブートモードを変更します。

a. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > ブー
トオプション > ブートモードを選択し、Enter キーを押します。

b. レガシ BIOS モードを選択して、Enter を押します。

c. F10 キーを押します。

d. ノードを再起動します。

5. 起動時にシステムユーティリティに入るように求められたら、F9 を押します。

6. iLO4 ネットワークオプションを変更します。

a. システムユーティリティ画面で、システム構成 > iLO 4 構成ユーティリティ > ネットワークオプ
ションの順に選択し、Enter キーを押します。

b. Network Interface Adapter を選択して、Enter キーを押します。

c. ON を選択し、Enter キーを押します。

d. F10 キーを押します。

e. ノードを再起動します。

7. 起動時にシステムユーティリティに入るように求められたら、F9 を押します。

8. 電力プロファイルおよびパワーレギュレーターの設定を変更します。

a. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > 電力
管理 > 電力プロファイルを選択し、Enter キーを押します。

b. Custom を選択して、Enter キーを入力します。

c. F10 キーを押します。

d. Esc キーを押して、Power Management メニューに戻ります。

e. Power Regulator を選択して、Enter キーを押します。

f. OS Control Mode を選択して、Enter キーを押します。

g. F10 キーを押します。

h. ノードを再起動します。

9. 10GbE ブート機能を無効にします。
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a. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > ネッ
トワークオプション > ネットワークオプション > ネットワークブートオプションを選択して、
EnterEnter キーを押します。

b. FlexLom both Interface Adapter を選択して、Enter キーを押します。

c. 無効 を選択し、Enter キーを押します。

d. F10 キーを押します。

e. ノードを再起動します。

10. B140i および SATA コントローラーのオプションを設定します。

a. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > PCI デ
バイス有効/無効を選択し、Enter キーを押します。

b. Embedded SATA Controller を選択して、Enter キーを押します。

c. 無効 を選択し、Enter キーを押します。

d. F10 キーを押します。

e. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > シス
テムオプション > SATA コントローラーオプション > 内蔵 SATA 構成を選択し、Enter キーを押
します。

f. SATA AHCI サポートを有効を選択して、Enter キーを押します。

g. F10 キーを押します。

h. ノードを再起動します。

システム内の各ノードについて上記の手順を繰り返します。たとえば、4 つのノードを搭載したシステム
であれば、上記の手順を 4 回実行します。

クイックリセット
クイックリセットは、以下の状況で実行します。

• 初のシステムセットアップ中に OneView InstantOn が失敗し、かつユーザーが作成した仮想マシン
が展開されなかった。

• 特定の再利用目的（デモシステム）のために既存システムを工場出荷時状態に戻す必要がある。

重要:

ご使用のシステムにユーザーが作成した仮想マシン（StoreVirtual VSA VM と管理 VM 以外の VM）
が含まれている場合、クイックリセットの起動前にユーザー作成の仮想マシンをシャットダウンし
て削除します。HPE-HC-mgmtui および HPE-HC-oneview VM が展開された場合、これらの VM が
含まれます。この手順を実行しないと、クイックリセットがハングする場合があります。問題を解
決する唯一の方法は、クイックリセット操作を繰り返すか、USB ベースの標準的なノードリカバリ
を実行することです。

クイックリセット中は、各ノードを工場出荷時状態に戻すために、Hyper Converged250 システムのすべ
てのノードにスクリプトセットが実行されます。各 ESXi ホスト上で、すべての仮想マシンが削除され、
既存のデータストアがアンマウントおよび削除されます。

クイックリセットを実行した後、OneView InstantOn を再度実行してシステムを機能状態に戻してくださ
い。

クイックリセットのガイドライン

• クイックリセットは、ESXi バージョン 5.5 および 6.0 と互換性があります。

• 単一ノードにクイックリセットを実行するときに、ノードがすでに Hyper Converged システムクラス
ターの一部である場合は、展開されていない完全なルーチンを実行するまで、再度ノードをクラスタ
ーに追加できません。

• クイックリセットでは、ユーザーが作成したすべてのデータストアと仮想マシンが削除されます。ユ
ーザーが作成した仮想マシンを別のストレージデバイスまたはハイパーバイザーに移動して、その仮
想マシンのバックアップを取ることをおすすめします。
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• クイックリセットは、Hyper Converged システムを新しいバージョンにアップグレードせず、ESXi バ
ージョンをアップグレード（ダウングレード）しません。

• すべてのログは/scratch/log/quick_recovery/に保存されます。

クイックリセットの実行

手順

1. 任意のノードから、次の python スクリプトを発行します。python /vmfs/volumes/datastore1/
recovery/quickreset/quickreset.py

注記:

スクリプト内では実際のデータストア名を使用してください。

ノードの IP アドレスが識別されて表示されます。

図 32 : ノード IP アドレスの確認

IP アドレスの識別に成功するかどうかは、各ノードで 1 ずつ増分する 後のオクテットに基づきます。
例については、手順 3 の図を参照してください。

注記:

this nodeはスクリプトを実行しているノードを示します。

2. IP 情報が正しい場合は、Enter キーを押すか yesと入力して、手順 6 に進みます。情報が正しくない

場合は、noと入力して手順 3 に進みます。

3. IP アドレスごとに、次のいずれかのオプションの選択を求められます。

• 表示されたものを受け入れる場合は、yes。
• ノードの IP アドレスを変更する場合は、no。新しい IP アドレスの入力を求められます。

• 処理からノードを削除する場合は、skip。skipを入力すると、指定されたノードはリセットされ

ません。

図 33 : IP アドレスを入力するプロンプト

4. 表示されている各ノードについて、手順 3 を繰り返します。

5. すべてのノードが確認されると、すべてのノードの IP アドレスが再度表示されます。yesと入力する

か、または Enter キーを押します。

6. リカバリプロセスが開始されます。

デフォルトの処理順はノード 01、ノード 02、ノード 03、ノード 04 です。ただし、スクリプトを実行
しているノードは 後に実行されるため、まずリモート操作が開始されます。たとえば、ノード 02 か
らスクリプトを実行する場合、順序はノード 01、ノード 03、ノード 04、ノード 02 です。

7. リモートノードに接続するときに真正性メッセージが表示される場合は、yesを入力して続行します。
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図 34 : 真正性メッセージ

8. プロンプトが表示されたら、各リモートノードのパスワードを入力します。ノードがスキップされた
かどうかに応じて、 大 3 つのパスワードを入力します。

リモートクイックリセットが始まります。

初のリモートノードでクイックリセット処理が開始され、後続の各リモートノードに進みます。

処理が進行するにつれて、後続の各ノードがリセットされます。

図 35 : リモートノードリセットの進行

ローカルノードは 後にリセットされます。

図 36 : ローカルノードリセットの進行

クイックリセットが完了すると、次のメッセージが表示されます。Quick Reset recovery tool
complete
スクリプトが終了し、すべてのノードが工場出荷時状態に戻ります。

注記:

クイックリセット中にエラーが発生した場合は、手動で続行する方法を説明するメッセージが表
示されます。ノードがエラーから回復できない場合は、ノードの USB リセットを実行する必要
があります。

クイックリセット後に vSphere HA サポートに関するエラー
メッセージが表示される

症状

クイックリセットを完了し、OneView InstantOn を使用してノードを再展開しました。展開は正常に完了
し、問題は報告されませんが、vSphere Web Client が Relocate virtual machine タスクに対して次のス
テータスを表示します。

The host is reporting errors in its attempts to provide vSphere HA support.
図 37 : vSphere Web Client での Relocate virtual machine タスクのステータス （81 ページ）では、
vSphere Web Client でのステータスの表示方法を示します。
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図 37 : vSphere Web Client での Relocate virtual machine タスクのステータス

アクション

手順

1. vSphere Web Client にログインします。

2. ホームページで Host and Clusters を選択します。

3. 左側のナビゲーターペインで、ノードを含む該当するデータセンターとクラスターを見つけます。ク
ラスターを右クリックして、Settings を選択します。

4. サービスの下の vSphere HA に移動すると、vSphere HA はデフォルトでオンになります。

5. Edit をクリックして、Turn on vSphere HA チェックボックスをクリアします。OK をクリックしま
す。

6. 再度 Edit をクリックして、Turn on vSphere HA チェックボックスをクリアします。OK をクリック
します。
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サポートと他のリソース

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトを訪問

してください。

http://www.hpe.com/assistance
• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

の Web サイトに移動します。

http://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報

• テクニカルサポート登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• アドオン製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

HPE ConvergedSystem および HPE Hyper Converged 製品
のサポートの要求

始める前に

• アクティブな HPE パスポートのアカウント。

• アクティブなサポート契約と契約のサービス契約 ID（SAID）。

• サポートケースマネージャーの PIN は、Edit SCM Settings に保存されています。

注記:

ドイツ、オーストリア、スイス、フランス、日本、韓国、および中国のお客様は、ローカル言語の
サポートについてそれぞれの国に固有の手順に従ってください。

手順

1. HPESC の Web サイトで次の手順を実行します。

1. My HPE Support sign-in をクリックして、お客様の HPE パスポート ID でログインします。

Get drivers, manuals, parts & solutions 画面が表示されます。
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2. More support options の下で、Submit or manage support cases をクリックします。

Support Case Manager 画面が表示されます。

3. Submit a case の下で、お客様のサービス契約 ID（SAID）を入力して、Submit case をクリックしま
す。

サポートケースマネージャーが表示されます。

4. Action カラムで、ソリューション行の Submit a case ボタンをクリックします。

Case details ページが表示されます。

5. お客様の要求に関する詳しい情報を入力して、Submit をクリックします。

Contact & equipment location Information 画面が表示されます。

6. Contact & equipment location Information 画面の情報を確認、変更、または入力して、Submit をクリ
ックします。

注記: Support Case Manager PIN フィールドの PIN は、お客様の SCM 設定でのデフォルト PIN
設定です。必要に応じて、PIN フィールドを編集し、正しいサポートケースマネージャー PIN を
含めます。

PIN のリストについては、「サポートケースマネージャー PIN」を参照してください。
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要求を送信します。サポートチームのメンバーが、ケース受信後 2 時間以内に連絡を差し上げます。

サポートケースマネージャー PIN
ソリューション PIN

SAP HANA と組み合わされた ConvergedSystem
製品

SAPHANA

他のすべて ConvergedSystem および Hyper
Converged 製品

HP_CLOUD_SOL
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カスタマーセルフリペア（CSR）
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご
自身で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交
換できるよう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりません。CSR による修理が可能かど
うかについては、Hewlett Packard Enterprise のサポート窓口が判断します。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リ
モートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard
Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅
速かつ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめ
します。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけて
ください。

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス http://www.hpe.com/jp/hpalert

HPE プロアクティブ ケアサービス http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja

HPE プロアクティブケアサービス：サポートさ
れている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/
proactivecaresupportedproducts（英語）

HPE プロアクティブケアアドバンストサービ
ス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/
proactivecareadvancedsupportedproducts

プロアクティブケアカスタマー情報

プロアクティブケアセントラル http://www.hpe.com/services/proactivecarecentral

プロアクティブケアサービスのアクティブ化 http://www.hpe.com/services/
proactivecarecentralgetstarted

保証情報
ご使用の製品の保証を確認するには、Hewlett Packard Enterprise サポート センターで入手できるサーバ
ー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照します。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

追加保証情報

HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-
Warranties

HPE Enterprise サーバー http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-
Warranties

HPE ストレージ製品 http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties

HPE ネットワーク製品 http://www.hpe.com/support/Networking-
Warranties
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規定に関する情報
ご使用の製品の規定に関する情報を表示するには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターで入手
できるサーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照
します。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的
な要求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全
力で取り組んでいます。本製品の化学物質情報レポートについては、次をご覧ください。

http://www.hpe.com/info/reach

Hewlett Packard Enterprise 製品の環境および安全に関する情報やコンプライアンスに関するデータ
（RoHS、REACH など）は、次をご覧ください。

http://www.hpe.com/info/ecodata（英語）

Hewlett Packard Enterprise の社内プログラム、製品リサイクル、エネルギーの有効利用などの環境情報
については、次をご覧ください。

http://www.hpe.com/info/environment（英語）

Belarus Kazakhstan Russia marking

Manufacturer and Local Representative Information

Manufacturer information:

• Hewlett Packard Enterprise Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.

Local representative information Russian:

• Russia:

• Belarus:

• Kazakhstan:

Local representative information Kazakh:

• Russia:
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• Belarus:

• Kazakhstan:

Manufacturing date:

The manufacturing date is defined by the serial number.

CCSYWWZZZZ (serial number format for this product)

Valid date formats include:

• YWW, where Y indicates the year counting from within each new decade, with 2000 as the starting
point; for example, 238: 2 for 2002 and 38 for the week of September 9. In addition, 2010 is indicated
by 0, 2011 by 1, 2012 by 2, 2013 by 3, and so forth.

• YYWW, where YY indicates the year, using a base year of 2000; for example, 0238: 02 for 2002 and
38 for the week of September 9.

Turkey RoHS material content declaration

Ukraine RoHS material content declaration

Web サイト

Web サイト リンク

Hewlett Packard Enterprise Information Library http://www.hpe.com/info/enterprise/docs

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター http://www.hpe.com/support/hpesc

Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide http://www.hpe.com/assistance

サブスクリプションサービス/サポートのアラート http://www.hpe.com/support/e-updates-ja

Software Depot http://www.hpe.com/support/softwaredepot

カスタマーセルフリペア http://www.hpe.com/support/selfrepair

表は続く
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Web サイト リンク

HPE Hyper Converged システムソフトウェアの更
新

http://www.hpe.com/info/hcupdates

Insight Remote Support のドキュメント http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/
docs

HPE StoreVirtual のドキュメント http://www.hpe.com/support/
StoreVirtualManuals

HPE OneView for VMware vCenter のドキュメント http://www.hpe.com/info/ovvcenter/docs

HPE Converged System のドキュメント http://www.hpe.com/info/convergedsystem/
docs

HPE Apollo 2000 System のドキュメント http://www.hpe.com/support/Apollo2000_UG_ja

HPE ProLiant t2500 シャーシのドキュメント http://www.hpe.com/support/
t2500_Chassis_MSG（英語）

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ドキ
ュメントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがござい
ましたら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。この電子
メールには、ドキュメントのタイトル、製品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊
行日をご記載ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバー
ジョン、ヘルプの版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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システムの参照

すべてのハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントがあらかじめ統合およびインストールされて
おり、簡単に取り付けできます。HC 250 システムは、2 ノード、3 ノード、または 4 ノード構成で使用
できます。

システムハードウェア
• すべてのシステムに以下が含まれます。

◦ 2 つ、3 つ、または 4 つのノードを搭載した 2U シャーシ

◦ ノードあたり 1 つの iLO 管理ポート

◦ 2 つの電源ケーブル（電源装置ごとに 1 つ）、220V AC ケーブル

◦ レールキット

◦ 2U セキュリティベゼルガード

• Hyper Converged 250（および ConvergedSystem 250-HC StoreVirtual）：

◦ ノードあたり 4 GB のフラッシュバックアップ式書き込みキャッシュ搭載の HPE Smart アレイ
P440 コントローラー

◦ ノードあたり 2 つの 10 GbE ポートまたはノードあたり 4 つの 1 GbE ポート搭載のネットワーク
アダプター

◦ 1 個または 2 個の CPU。購入モデルによって異なります。詳しくは、QuickSpecs を参照してくだ
さい。

◦ ノードあたり 128 GB、256 GB、または 512 GB のメモリ（512 GB はデュアル CPU 構成にのみ該
当）。

◦ システム構成は、購入したシステムモデルによって異なります。すべて SSD ストレージ、ハイブ
リッドストレージ（HDD と SSD）、および HDD のみのタイプを選択できます。詳しくは、
QuickSpecs を参照してください。

• ConvergedSystem 240–HC システム：

◦ ノードあたり 2 GB のフラッシュバックアップ式書き込みキャッシュ搭載の HPE Smart アレイ
P430 コントローラー

◦ ノードあたり 2 つの 10 GbE ポート搭載のネットワークアダプター

◦ ノードあたりデュアル 2.0 GHz/8 コアの CPU
◦ ノードあたり 128 GB のメモリ

◦ ノードあたり 6 台の 1.2 TB SFF（2.5 型）10K RPM HDD
• ConvergedSystem 242–HC システム：

◦ ノードあたり 2 GB のフラッシュバックアップ式書き込みキャッシュ搭載の HPE Smart アレイ
P430 コントローラー

◦ ノードあたり 2 つの 10 GbE ポート搭載のネットワークアダプター

◦ ノードあたりデュアル 2.8 GHz/10 コアの CPU
◦ ノードあたり 256 GB のメモリ

◦ ノードあたり 2 台の 400 GB SFF（2.5 型）SSD
◦ ノードあたり 4 台の 1.2 TB SFF（2.5 型）10K RPM HDD
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240-HC/242-HC ハードウェア

図 38 : ConvergedSystem 240-HC/242-HC StoreVirtual システムのノードレイアウト

図 39 : ConvergedSystem 240-HC/242-HC StoreVirtual システムの背面図

注記:

• 取り付けを容易にするために未使用のポートにはカバーが付けられており、使用を意図していま
せん。例外は工場出荷/USB ポートであり、リセット/リカバリ手順用に使用されます。

• ポート識別番号はノード 1 でのみ表示されます。ただし、ポート識別番号は他のノードでも同じ
です。

1. デュアル 1500W/220V 電源装置 2. シリアルコネクター（使用しない）

3. Smart アレイ RAID コントローラー 4. 10 GbE NIC ポート 0

5. 10 GbE NIC ポート 1 6. 1 GbE ポート（セットアップのためのノートパソ
コン/ワークステーションへの接続用）

7. 工場出荷/USB ポート（リセット/リカバリにのみ
使用）

8. 専用管理ポート（iLO 4）

9. SUV コネクター（シリアル USB ビデオコネクタ
ー）
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HC 250 ハードウェア

1

4 2

3

図 40 : 4 ノード HC 250 システムのレイアウト

1

2

3

図 41 : 3 ノード HC 250 システムのレイアウト

1

2

図 42 : 2 ノード HC 250 システムのレイアウト

1

8 7 6 5 4

2 3

図 43 : 4 ノード HC 250 システム（各ノードに 2 つの 10 GbE ポート）の背面図
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注記:

• 取り付けを容易にするために未使用のポートにはカバーが付けられており、使用を意図していま
せん。例外は工場出荷/USB ポートであり、リセット/リカバリ手順用に使用されます。

• ポート識別番号はノード 1 でのみ表示されます。ただし、ポート識別番号は他のノードでも同じ
です。

1. デュアル 1400W 電源装置 2. 10 GbE NIC ポート 0

3. 10 GbE NIC ポート 1 4. 1 GbE ポート（セットアップのためのノートパソ
コン/ワークステーションへの接続用）

5. 工場出荷/USB ポート（リセット/リカバリにのみ
使用）

6. 専用管理ポート（iLO 4）

7. Smart アレイ RAID コントローラー 8. SUV コネクター（シリアル USB ビデオコネクタ
ー）

図 44 : 4 ノード HC 250 システム（各ノードに 4 つの 1 GbE ポート）の背面図

1. デュアル 1400W 電源装置 2. 1 GbE NIC ポート 0

3. 1 GbE NIC ポート 1 4.1 GbE NIC ポート 2

5. 1 GbE NIC ポート 3 6. 1 GbE ポート（セットアップのためのノートパソ
コン/ワークステーションへの接続用）

7. 工場出荷/USB ポート（リセット/リカバリにのみ
使用）

8. 専用管理ポート（iLO 4）

9. Smart アレイ RAID コントローラー 10. SUV コネクター（シリアル USB ビデオコネク
ター）

注記:

• 2 ノードおよび 3 ノードシステムでも 4 つの 1 GbE ポートを使用できますが、このガイドでは 4
ノードシステムの図のみを掲載します。

• 取り付けを容易にするために未使用のポートにはカバーが付けられており、使用を意図していま
せん。例外は工場出荷/USB ポートであり、リセット/リカバリ手順用に使用されます。

• ポート識別番号はノード 1 でのみ表示されます。ただし、ポート識別番号は他のノードでも同じ
です。
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システムソフトウェア
• 管理 VM

◦ HPE StoreVirtual Application Aware Snapshot Manager
◦ HPE StoreVirtual Centralized Management Console（CMC）

◦ HPE StoreVirtual SNMP MIBs
◦ Windows 用 HPE StoreVirtual コマンドラインインターフェイス

◦ HPE OneView for VMware vCenter
◦ HP Smart Update Manager (HP SUM)
◦ Microsoft Windows Server 2012
◦ VMware vCenter®

注文したバージョンによって 5.5 U3 または vCenter 6.0 U2 が管理 VM にロードされます（この製
品の使用にはライセンスが必要ですが、このシステムにライセンスは含まれていません）

◦ HPE OneView InstantOn
◦ VMware vSphere® CLI
◦ VMware vSphere PowerCLI

• システムノード

◦ VMware vSphere® 5.5 U3 または VMware vSphere® 6.0 U2
◦ HPE StoreVirtual VSA 2014（LeftHand OS 12.6）
◦ HPE iSCSI Target Periodic Rescan for VMware vSphere® 5.5
◦ HPE Discovery エージェント

◦ Service Pack for ProLiant 2015.06
◦ HPE iLO Advanced

システムドキュメント（ボックス内）
書類

• HPE Hyper Converged 250 System for VMware vSphere® 初にお読みください

• 印刷されたライセンス情報–Microsoft Windows および HPE StoreVirtual VSA
• クイックデプロイレールシステムインストール手順

• 保証規定書

拡張ノードの IP アドレスの要件
システムの拡張に必要なネットワークアドレスの数は、拡張で追加されたノードの数によって異なりま
す。

表 5 : 拡張ノードの IP アドレスの要件

拡張ノードの数 ESX ネットワークの IP
アドレスの数

vSphere vMotion ネッ
トワークの IP アドレス
の数

ストレージネットワーク
の IP アドレスの数

1 1 1 3

2 2 2 6

3 3 3 9

表は続く
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拡張ノードの数 ESX ネットワークの IP
アドレスの数

vSphere vMotion ネッ
トワークの IP アドレス
の数

ストレージネットワーク
の IP アドレスの数

4 4 4 12

5 5 5 15

6 6 6 18

7 7 7 21

8 8 8 24

9 9 9 27

10 10 10 30

11 11 11 33

12 12 12 36

13 13 13 39

14 14 14 42
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ネットワークの参照

デフォルトの Hyper Converged ネットワーク構成は、すべてのネットワークのトラフィックタイプが 1
つのネットワーク上に存在するフラットなネットワークでの 10 GbE ネットワークインターフェイスに
対する構成です。ネットワーク構成に 1 GbE ネットワークインターフェイスがある場合、またはトラフ
ィックタイプごとに個別の VLAN が必要な場合、さまざまなトラフィックタイプとそれを分ける方法の例
について詳しくは、この付録を参照してください。

VLAN 構成の例
vSwitch VMkernel ポートおよび仮想マシンポートグループは、仮想スイッチ vSwitch1（10 GbE NIC が
2 つにチーミングされている）上にあります。1 GbE vmk0/Virtual Switch 0 は 1 GB NIC（ポート 1）に
マッピングされています。

この例では、vSwitch VMkernel ポートおよび仮想マシンポートグループは、以下の VLAN ID に割り当て
られます。

• VLAN ID 59 – vSwitch VMkernel ポート ESXmgmt および仮想マシンポートグループ
mgmtVMNetwork

• VLAN ID 51 – vSwitch VMkernel ポート HostStorage2 と HostStorage3 および仮想マシンポートグ
ループ VSAeth0

• VLAN ID 58 – vSwitch VMkernel ポート vMotion

図 45 : VLAN ID を割り当てる前のポートおよびポートグループ（95 ページ）次の画像では、すべての
VLAN ID がゼロ（0）に設定された工場出荷時の vSwitch VMkernel ポートおよび仮想マシンポートグルー
プ、さらに VLAN ID が割り当てられた後の同じポートとポートグループを示します。

図 45 : VLAN ID を割り当てる前のポートおよびポートグループ
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図 46 : VLAN ID を割り当てた後のポートおよびポートグループ

ネットワークマッピング
次の 2 つの図は、トラフィックタイプ（vMotion、StoreVirtual、ESXi、Management、iSCSI）が物理ネ
ットワークポートにどのように対応しているかを示しています。

図 47 : 1 GbE ポートのネットワークの使用法

1. ESXi、Management、vMotion 2. StoreVirtual VSA、iSCSI

3. OneView InstantOn 4. 工場出荷時（リセット/リカバリにも使用）

5. 専用管理ポート（iLO）
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図 48 : 10 GbE ポートのネットワークの使用法

1. vMotion、StoreVirtual VSA、ESXi、
Management、iSCSI

2. 専用管理ポート（iLO）

3. 工場出荷時（リセット/リカバリにも使用） 4. OneView InstantOn

次の 2 つの図は、vSphere 管理インターフェイスからの vSwitch 構成を示します。これは、仮想マシンの
ポートグループと VMkernel で物理アダプターをグループ分けしたものです。

これらの図では、すべての仮想リソースが物理アダプターを均等に共有しているように示されています。
ただし、実際には、フェイルオーバーのポリシーやその他の VMware の制限などの要因により、これより
も複雑になります。
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図 49 : 10 GbE HC 250 vSphere ネットワーク構成
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図 50 : 1 GbE HC 250 vSphere ネットワーク構成

次の 2 つの表では、各仮想コンポーネントを特定して、すべての仮想デバイス間の関係と、物理アダプタ
ーがその仮想デバイスでどのように使用されるか（NIC チーミング、アクティブアダプター）を示してい
ます。 初の表は、10 GbE システムの情報を示します。2 番目の表は、1 GbE システムの同じ情報を示
します。

ネットワークの参照 99



表 6 : 10 GbE HC 250 ネットワークおよびスイッチの参照

vSwitch ポート
グループ名

VMKernel ポー
ト#

ポートグループ
名

NIC チーミング OneView
InstantOn で構
成された VLAN

アクティブアダ
プター

vSwitch0 vmk0 管理ネットワー
ク

vmnic0/アクテ
ィブ

いいえ vmnic0
1

vSwitch0 vmk0 VM Network vmnic0/アクテ
ィブ

いいえ

2

vmnic0

vSwitch2 なし mgmtVMPrivate vmnic1/アクテ
ィブ

いいえ vmnic1
3

vSwitch1 vmk3 ESXmgmt vmnic2/アクテ
ィブ

vmnic3/スタン
バイ

いいえ

4

vmnic2 &
vmnic3

vSwitch1 vmk3 mgmtVMNetwor
k

vmnic2/アクテ
ィブ

vmnic3/スタン
バイ

いいえ vmnic2 &
vmnic3

vSwitch1 vmk2 vMotion vmnic2/アクテ
ィブ

vmnic3/スタン
バイ

はい vmnic2 &
vmnic3

vSwitch1 vmk1 HostStorage2 vmnic2/アクテ
ィブ

vmnic3/未使用

はい vmnic2 &
vmnic3

vSwitch1 vmk4 HostStorage3 vmnic3/アクテ
ィブ

vmnic2/未使用

はい vmnic2 &
vmnic3

vSwitch1 なし VSAeth0 vmnic2/アクテ
ィブ

vmnic3/アクテ
ィブ

はい vmnic2 &
vmnic3

1 HC 250 の展開中に、1 GbE ポート 1 アダプターは使用されません。展開中にアダプターをネットワー
クに接続しないでください。

2 1 GbE ポート 2 ネットワークは 初の展開に使用されます。VLAN は、HC 250 とワークステーション
またはノートパソコンの間の直接のケーブル接続には必要ありません。

3 1 GbE ポート 2 アダプターは、HC 250 の 初の展開に使用されます。
4 展開の前後に ESX ホストの VLAN タグを構成できます。展開の前に構成する場合、ESXmgmt および

mgmtVMNetwork ポートグループ上で VLAN タグを作成します。
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表 7 : 1 GbE HC 250 ネットワークおよびスイッチの参照

vSwitch ポート
グループ名

VMKernel ポー
ト#

ポートグループ
名

NIC チーミング OneView
InstantOn で構
成された VLAN

アクティブアダ
プター

vSwitch0 vmk0 管理ネットワー
ク

vmnic0/アクテ
ィブ

いいえ vmnic0
1

vSwitch0 vmk0 VM Network vmnic0/アクテ
ィブ

いいえ

2

vmnic0

vSwitch2 なし mgmtVMPrivate vmnic1/アクテ
ィブ

いいえ vmnic1
3

vSwitch3 vmk3 ESXmgmt vmnic4/アクテ
ィブ

vmnic5/アクテ
ィブ

いいえ

4

vmnic4 &
vmnic5

vSwitch3 なし mgmtVMNetwor
k

vmnic4/アクテ
ィブ

vmnic5/アクテ
ィブ

いいえ vmnic4 &
vmnic5

vSwitch3 vmk2 vMotion vmnic4/アクテ
ィブ

vmnic5/アクテ
ィブ

はい vmnic4 &
vmnic5

vSwitch1 vmk1 HostStorage2 vmnic2/アクテ
ィブ

vmnic3/未使用

はい vmnic2

vSwitch1 vmk4 HostStorage3 vmnic3/アクテ
ィブ

vmnic2/未使用

はい vmnic3

vSwitch1 なし VSAeth0 vmnic2/アクテ
ィブ

vmnic3/アクテ
ィブ

はい vmnic2 &
vmnic3

1 HC 250 の展開中に、1 GbE ポート 1 アダプターは使用されません。展開中にアダプターをネットワー
クに接続しないでください。

2 1 GbE ポート 2 ネットワークは 初の展開に使用されます。VLAN は、HC 250 とワークステーション
またはノートパソコンの間の直接のケーブル接続には必要ありません。

3 1 GbE ポート 2 アダプターは、HC 250 の 初の展開に使用されます。
4 展開の前後に ESX ホストの VLAN タグを構成できます。展開の前に構成する場合、ESXmgmt および

mgmtVMNetwork ポートグループ上で VLAN タグを作成します。
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CS 240-HC/242-HC ハードウェアの取り付け

CS 240-HC/242-HC ハードウェアは HC 250 ハードウェアに先行するハードウェアです。CS 240-HC/
242-HC ハードウェアの取り付けに関するドキュメントは、参考用としてこの付録に記載されています。

サーバーの警告および注意事項

警告:
このサーバーは重量があります。けがまたは装置の損傷を防止するために、次の点に注意してくだ
さい。

• 手動での装置の取り扱いに関する、地域の労働衛生および安全に関する要件およびガイドラインに従
ってください。

• サーバーの取り付けおよび取り外し作業中には、特に本体がレールに取り付けられていない場合、必
ず適切な人数で製品を持ち上げたり固定したりする作業を行ってください。ラックサーバーを取り付
ける際は必ず、2 人以上で作業を行うことをおすすめします。装置を胸より高く持ち上げるときは、サ
ーバーの位置を合わせるために 3 人目の人が必要になる場合があります。

• サーバーをラックへ取り付ける、またはラックから取り外す際には、サーバーがレールに固定されて
いないと、不安定になるので注意してください。

警告:
表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷め
てから手を触れてください。

警告:
けが、感電、または装置の損傷を防止するために、電源コードを抜き取って、サーバーに電源が供
給されないようにしてください。フロントパネルにある電源ボタンではシステムの電源を完全に切
ることはできません。AC 電源コードを抜き取るまで、電源装置の一部といくつかの内部回路はアク
ティブのままです。

注意:
サーバーを不安定な電源および一時的な停電から保護するために、UPS（無停電電源装置）を使用
してください。UPS は、電源サージや電圧スパイクによって発生する損傷からハードウェアを保護
し、停電中でもシステムが動作を継続できるようにします。

注意:
アクセスパネルを開いた状態または取り外した状態でサーバーを長期にわたって稼動させないでく
ださい。この状態でサーバーを動作させると、通気が正しく行われず、冷却機構が正常に動作しな
くなるため、高温によって装置が損傷する可能性があります。

空間および通気要件
修理をしやすくし、また通気をよくするために、ラックの設置場所を決定する際には、次の空間要件に
従ってください。

• ラックの正面側に 85.09 cm（33.5 インチ）以上の隙間を空けてください。

• ラックの背面側に 76.2 cm（30 インチ）以上の隙間を空けてください。

• ラックの背面から他のラックまたはラック列の背面の間には、121.9 cm（48 インチ）以上の隙間を空
けてください。

Hewlett Packard Enterprise 製ノードは、冷気をフロントドアから吸収して、内部の熱気をリアドアから
排出します。したがって、ラックの正面ドアと背面ドアで適切な通気を行い、室内の空気が十分にキャビ
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ネットに入るようにする必要があります。また、背面ドアで適切な通気を行い、暖気がキャビネットから
出ていくようにする必要があります。

注意:

不十分な冷却や装置の損傷を防止するため、通気用開口部は塞がないようにしてください。

ラック内の縦方向のスペースにサーバーやラックコンポーネントが設置されていない場合、コンポーネン
ト間の隙間が原因でラック全体およびサーバー間の空気の流れが変動することがあります。ブランクパ
ネルですべての隙間を埋め、適切な通気を確保してください。

注意:

ラック内の空の縦スペースを満たすには必ずブランクパネルを使用してください。これにより、適
切な通気が確保されます。ブランクパネルなしでラックを使用すると、冷却が不適切になり、高温
による損傷が発生する可能性があります。

9000 および 10000 シリーズのラックは、通気のための 64%の開口部を備えた正面および背面ドアの通気
孔から適切なサーバー冷却を提供します。

注意:

Compaq ブランドの 7000 シリーズラックを使用する場合は、前面から背面への適切な通気と冷却機
能を提供するため、ハイエアフローラックドアインサート（42U ラックの場合は PN 327281-B21、
22U ラックの場合は PN 157847-B21）を取り付けます。

注意:

他社製ラックを使用する場合、適切な通気を確保し装置の損傷を防ぐため、以下の追加要件に従っ
てください。

• 正面および背面ドア—42U ラックに正面および背面ドアがある場合、ラックの上部から下部にか
けて 5,350 平方 cm（830 平方インチ）の通気孔（通気に必要な 64 パーセントの開口部と同等）
を均等に確保し、十分な通気が行われるようにします。

• 側面—取り付けたラックコンポーネントとラックのサイドパネルの間は 7 cm（2.75 インチ）以
上の隙間を空ける必要があります。

温度要件
装置が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所にシステムを取り付けまたは
配置してください。

ほとんどのサーバー製品で推奨している 大周囲動作温度（TMRA）は、35°C（95°F）です。ラックを設
置する室内の温度は、35°C（95°F）を超えてはなりません。

注意:
他社製オプションをインストールする場合に装置の損傷を防止するために、次の点に注意してくだ
さい。

• オプションの装置によって、サーバー周囲の通気が妨げられたり、内部のラック温度が許容され
る上限を超えて上昇したりすることがないようにしてください。

• 製造元の TMRA を超えないでください。

電源要件
この装置は、資格のある電気技師が情報技術機器の取り付けについて規定したご使用の地域の電気規格に
従って取り付けしなければなりません。この装置は、NFPA 70, 1999 Edition（全国的な電気規約）および
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NFPA-75, 1992（電気コンピューター/データ処理装置の保護に関する規約）の適用対象となる取り付けで
動作するよう設計されています。オプションの電源の定格については、製品の定格ラベルまたはそのオプ
ションに付属のユーザードキュメントを参照してください。

警告:
けが、火災、または装置の損傷を防止するために、ラックに電源を供給する AC 電源分岐回路の定
格負荷を超えないようにしてください。施設の配線および取り付け要件については管轄する電力会
社にお問い合わせください。

注意:
サーバーを不安定な電源および一時的な停電から保護するために、UPS（無停電電源装置）を使用
してください。UPS は、電源サージや電圧スパイクによって発生する損傷からハードウェアを保護
し、停電中でもシステムが動作を継続できるようにします。

アース要件
正常に動作し、安全にご使用いただくために、この装置は正しくアースしなければなりません。米国で
は、必ず地域の建築基準だけでなく、NFPA 70、1999 Edition（National Electric Code）第 250 項に従っ
て装置を設置してください。

カナダでは、Canadian Standards Association, CSA C22.1, Canadian Electrical Code に従って装置を取り
付ける必要があります。

その他のすべての国では、International Electrotechnical Commission（IEC）Code 364 の第 1 部から第 7
部など、地域または全国的な電気配線規約に従って装置を取り付ける必要があります。さらに、分岐配
線、コンセントなど、取り付けで使用されるすべての配電デバイスがリストに記載された、または認可さ
れたアース付き装置であることを確認する必要があります。

この装置に関連する高い漏電電流のため、建物の分岐回線に永続的に配線されているか、工業用プラグに
配線された取り外し不可能なコードを備えた PDU の使用をおすすめします。NEMA ロック式プラグ、ま
たは IEC 60309 に準拠するプラグは、この目的に適しています。この装置に電力を供給するために一般的
な電源延長コードを使用することは推奨されません。

ハードウェアの取り付け
プロセスの概要：

手順

1. ラックをセットアップして取り付けます。詳しくは、ラックに同梱されている「クイックデプロイレ
ールシステムインストール手順」を参照してください。

2. シャーシの準備

3. シャーシの取り付け

4. コンポーネントの取り付け

5. システムのケーブル接続

6. iLO の構成

7. システムの電源投入

シャーシの準備

シャーシをラックに取り付ける前に、ノードと電源装置を取り外す必要があります。完全搭載されたシャ
ーシは重いため、これらのコンポーネントを取り外すとシャーシの移動と取り付けが容易になります。
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重要:

ノードは、取り外したのと同じスロットに再度取り付ける必要があります。シャーシの上部のラベ
ルをノードの引き抜きタブと一致させます。

手順

1. RCM モジュールを取り外してから、電源装置をシャーシから取り外します。

注意:

ノードの損傷を防止するために、シャーシから取り外すときは常にノードの底面を支えてくださ
い。

2. 1U ノードを取り外します。
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注意:

デバイスの損傷を防止するために、持ち運ぶときは取り外し用ハンドルを使用しないでくださ
い。

3. セキュリティベゼルが取り付けられている場合、取り外します。

シャーシの取り付け

警告:

シャーシをラックへと持ち上げる場合は、少なくとも 2 人で必ず作業してください。シャーシを胸
の高さよりも上げてラックに装着する場合は、2 人がシャーシの重量を支えている間、3 人目がシャ
ーシをレールに合わせるのを手伝う必要があります。

警告:

シャーシは非常に重いです。けがまたは装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

• 手動での装置の取り扱いに関する、地域の労働衛生および安全に関する要件およびガイドライン
に従ってください。

• シャーシを取り付けるまたは移動する前に、取り付けられているすべてのコンポーネントをシャ
ーシから取り外してください。

• シャーシがラックに固定されていない場合は特に、シャーシの取り付けまたは取り外し中のシャ
ーシの持ち上げおよび固定には注意し、支援を得てください。

警告:

けがや装置の損傷を防止するために、レールマウント型装置の上に何かを重ねたり、ラックから広
げられているときに作業面として使用したりしないでください。

注意:

も重いアイテムがラックの 下部になるように、常にラックの取り付けを計画してください。
も重いアイテムを 初に取り付け、下から上へとラックへの搭載を続けてください。
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注意:

Hewlett Packard Enterprise は、他社製のラックで ConvergedSystem 200-HC StoreVirtual システム
をテストまたは検証していません。他社製ラックに ConvergedSystem 200-HC StoreVirtual システ
ムを取り付ける前に、ラックの制限を適切に確認してください。取り付けを行う前に、以下の点を
考慮します。

• ラックの静的および動的な載荷能力を十分に理解し、ConvergedSystem 200-HC StoreVirtual シ
ステムの重量に対応できることを確認する必要があります。

• シャーシのケーブル配線、取り付け、および取り外し、およびラックドアの作動のための十分な
隙間が存在することを確認します。

シャーシはラックに取り付ける必要があります。ラックレールを取り付けるには、ラックハードウェアキ
ットに同梱されているクイックデプロイレールシステムインストール手順を参照してください。

36U、1200 mm 奥行きのラックに 大 7 台のシャーシを取り付けることができます。複数のシャーシを
取り付ける場合は、 初のシャーシをラックの 下部に取り付け、後続のシャーシごとにラック内を上へ
と移動して追加のシャーシを取り付けます。取り付けられたコンポーネントの位置の変更は難しい場合
があるため、ラックへの取り付けは慎重に計画してください。拡張システム用のサイトは、プライマリデ
ータサイトと別の建物または構内にあるバックアップサイトなど、地理的に異なる可能性があります。サ
イトは、同じ建物の異なるフロア、または同じフロアの異なるラボに存在できます。サイトは、同じサー
バールーム内の 2 つの異なるラック、または同じラック内の 2 つのシステムグループでもかまいません。

警告:

けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

• ラックは、コンクリートアンカーキットを使用して、ボルトで床に固定してください。

• レベリングフィートを床まで伸ばしてください。

• ラックの全重量がレベリングフィートにかかるようにしてください。

• 複数ラックの取り付けではラックを連結してください。

• コンポーネントは、一度に 1 つずつしか広げることができません。一度に複数のコンポーネント
を引き出すと、ラックが不安定になる場合があります。

警告:

けがや装置の損傷を防止するために、シャーシを取り付ける前に、ラックが十分に安定しているこ
とを確認してください。

注意:

シャーシを取り付けるときは、製品を床に平行な状態に保ってください。製品を上または下に傾け
ると、スライドが損傷する可能性があります。

シャーシをラックに取り付け、つまみネジを締めます。
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コンポーネントの取り付け

1U シャーシへのノードの取り付け

注記:

ノードは、取り外したのと同じスロットに再度取り付ける必要があります。シャーシの上部のラベ
ルをノードの引き抜きタブと一致させます。

電源装置の取り付け

注意:

効率および消費電力が異なる電源装置をシャーシで混在させないでください。単一のシャーシには
1 つの種類の電源装置のみを取り付けます。

カチッと音がして所定の位置に収まるまで、電源装置を電源装置ベイにスライドさせます。

108  コンポーネントの取り付け



RCM モジュールの取り付け

シャーシオプション

セキュリティベゼルの取り付け

セキュリティベゼルを使用すると、フロントパネルのコンポーネントへの許可のない物理的アクセスを防
ぐことができます。
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ディスクドライブの番号割り当て方法

図 51 : ディスクドライブの番号割り当て方法（110 ページ）は、240–HC モデルと 242–HC モデルのデ
ィスクドライブの番号を示しています。ドライブは各ボックスの左から右に番号が付けられます。

図 51 : ディスクドライブの番号割り当て方法

1. ノード 1 用ドライブ 2. ノード 2 用ドライブ

3. ノード 3 用ドライブ 4. ノード 4 用ドライブ

システムのケーブル接続

図 52 : ケーブルの接続（111 ページ）は、ご使用の環境でのシステムのケーブル接続方法を示していま
す。

注記:

システムとスイッチ間の接続は参考例です。システムは、スイッチ上で利用可能な任意のポートに
接続できます。耐障害性を確保するために、2 台のスイッチを使用することをおすすめします。

ネットワーク接続を完了したら、電源ケーブルをシステムに接続してください。
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図 52 : ケーブルの接続

1. 10 GbE スイッチ A（IPv6 が有効） 2. 10 GbE スイッチ B（IPv6 が有効）

3. ノード 4、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に接
続

4. ノード 2、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に接
続

5. ノード 3、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に接
続

6. ノード 1、ポート 0 をスイッチ A、ポート X に接
続

7. ノード 4、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に接
続

8. ノード 3、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に接
続

9. ノード 2、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に接
続

10. ノード 1、ポート 1 をスイッチ B、ポート X に
接続

11. ノード 4、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X
に接続

12. ノード 3、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X
に接続

13. ノード 2、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X
に接続

14. ノード 1、iLO 4 を 1 GbE スイッチ、ポート X
に接続

15. セットアップワークステーションまたはノート
パソコンに接続

16. 1 GbE スイッチ

17. スイッチリンクをインターコネクト

iLO の構成

iLO の構成について詳しくは、http://www.hpe.com/info/ilo/docs で入手できる HPE iLO 4 ユーザーガイ
ドを参照してください。
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システムの電源投入

電源ケーブルが接続され、ノードが取り付けられると、システムファームウェアは自動電源投入シーケン
スを開始します。電源のデフォルト設定は、常にオンに設定されています。Hewlett Packard Enterprise
から指示された場合を除き、デフォルトの電源設定を変更しないでください。

システムに自動的に電源が入らない場合は、以下の代替方法を使用できます。

• iLO 経由で仮想電源ボタン選択を使用します。

• 電源ボタンを押して離す。

ノードがスタンバイモードからフルパワーモードになると、ノードの電源 LED がオレンジから緑色に変
わります。

iLO について詳しくは、http://www.hpe.com/jp/servers/ilo を参照してください。

関連資料

ハードウェアについて詳しくは、次の場所にある HPE ProLiant t2500 Chassis Maintenance and Service
Guide を参照してください。

http://www.hpe.com/support/t2500_Chassis_MSG （英語）
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